
Ⅰ.建築用 

【製材・構造材・合板・外装材・内装材・造作材・床材 他】 
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製品説明 北海道産トドマツの人工乾燥材(4面プレーナー仕上げ、ラフ）、グリーン材

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ製材　一般建築材【人工乾燥材・グリーン材】 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

正角材(105×105など×長3,650㎜）
羽柄材(厚18～×幅45～×長3,650㎜）
板材(厚12～×幅105～×長3,650㎜）

有

製品説明
北海道産トドマツ材の良質・良材が特徴
2面プレーナ仕上げにて寸法が保たれています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ一般製材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：18㎜　～
幅：45㎜　～
長：2,730㎜/3,650㎜

有

問合せ先

井上産業株式会社 本社工場 滝上工場

〒099-0401　紋別郡遠軽町学田2丁目11番地3 〒099-5605　紋別郡滝上町栄町

0158-42-5271 0158-29-2101

0158-42-2110 0158-29-4231

問合せ先

協同組合ウッディハウスおけと

〒099-1138　常呂郡置戸町字中里9-1

0157-53-2420

0157-53-2421

ｗoddyoke@khaki.plala.or.jp

トドマツ 一般製材

mailto:%EF%BD%97oddyoke@khaki.plala.or.jp
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製品説明
北海道産のトドマツを原材料とし、受注生産にて対応しています。
規格・納期については別途ご相談ください。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 製材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜　～　400㎜、幅：12㎜　～　400㎜、長：900㎜　～　3,650㎜
樹種：トドマツ

有

製品説明
北海道産のカラマツ・トドマツを使用し、受注生産しております。
規格・納期・価格についてはご相談の上、対応いたします。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 製材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

長：1,000㎜～3,650㎜まで、幅：80㎜～150㎜まで、厚：12㎜～90㎜まで
樹種：カラマツ・トドマツ

有

問合せ先

江本木材産業株式会社

〒099-5605　紋別郡滝上町字サクルー原野基線5番地

0158-29-2102

0158-29-2563

emoto@pastel.ocn.ne.jp

問合せ先

大澤木材株式会社 常呂工場

〒093-0210　北見市常呂町字常呂350番地

0152-54-2165

0152-54-3073

トドマツ製材 トドマツ製材

パレット材

mailto:emoto@pastel.ocn.ne.jp
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問合せ先

有限会社瀨上製材所

〒089-0563　中川郡幕別町字千住42番6

0155-56-7000

0155-55-5151

info@ss-wood.com

http://www.ss-wood.com

製品説明
北海道の十勝産のからまつを使用しています。国産材針葉樹の中でもトップクラスの強度を持つからまつを含水
率13%にまで落とす事でヤニの発生や施工後の木材の変形を極限まで抑えています。寸法は特注品も含めて希
望寸法で対応致します。施工後は経年変化により赤く鮮やかに色づきます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ドリームラーチ（からまつ無垢材） 参考価格 90,000～95,000円/㎥（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：105/120㎜、幅：105/120/150/180/210/240/270/300㎜（～360㎜※特注）
長：2,730/3,650㎜（～5,500㎜※特注）
樹種：カラマツ

有

問合せ先

株式会社佐藤製材工場

〒099-4142　斜里郡斜里町字中斜里18-29

0152-23-2158

0152-23-5655

satohseizai@okhotsk.or.jp

http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/

製品説明
北海道産トドマツ特有の白さ、自然木ならではの湿度調整に優れ夏は涼しく冬は暖かさを作り出します。無垢材
ならではの感触は本物志向のユーザーに支持されています。又、高温蒸煮法により、室内温度でヤニが流れ出
る事は有りません。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 一般製材（羽柄材） 参考価格 80,000～100,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜～45㎜、幅：45㎜～105㎜、長：1,820㎜～3,650㎜
参考価格は一般小売価格、納期：2～3日（時期や数量により異なる）

有

乾燥・モルダー仕上げされた羽柄材

からまつ正角材 構造材に使用からまつ梁材

mailto:info@ss-wood.com
http://www.ss-wood.com
mailto:satohseizai@okhotsk.or.jp
http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/
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製品説明
一般製材（グリーン材）を生産しています。
ラフ仕上げ、4面プレーナー仕上げも可能です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ製材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚18㎜×幅45㎜×長さ3,650㎜　　※寸法については個別対応可能です。
厚30㎜×幅45㎜×長さ3,650㎜　　納期は数量によりますが、2～3週間程度です。
厚45㎜×幅45㎜×長さ3,650㎜

有

製品説明
一般挽割り材（グリーン材）および、乾燥材（SD20以下）を生産しています。
ラフ仕上げ、4面プレーナー仕上げの選択可能です。
住宅用はもちろんの事、公共建築物、土木資材などにも、幅広く使用されています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ製材　一般建築材【乾燥材・グリーン材】 参考価格
トドマツ　グリーン・ラフ仕上がり

68,000円～／㎥（要相談）

商品仕様

（寸法・納期等）

正角（105×105㎜、120×120㎜など）、羽柄材（間柱、貫板、桟木、胴縁など）
長さ（2,730、3,650㎜など）
樹種：道東産トドマツ

有

問合せ先

田家木材株式会社

〒085-0831　釧路市住吉2丁目13-28

0154-41-7411

0154-42-8519

otoiawase@taie.jp

http://www.taie.jp

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

正角、間柱、貫板、桟木など 釧路市 地域材住宅

http://www.taie.jp/
mailto:otoiawase@taie.jp
http://www.taie.jp
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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製品説明

北海道産トドマツを原料としたKDS4S材を生産しています。
製品には『MITSUHASHI　北海道産材　合法木材第４７号　SD15』と印字しており当社の製品だとすぐわかるようになっています。生産過
程において１本ずつ含水率を測定し管理しています。SD15は私たちが住宅現場と向き合った結論と自信の象徴です。また、ホコリや汚
れから製品を保護するのは当然ですが、紫外線による劣化を防ぐために最終梱包にもこだわり、UVカットシートを使用しています。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 北海道産トドマツ　KDS4S材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）

長：1,820㎜～3,650㎜
厚：12㎜～105㎜
巾：45㎜～105㎜

有

製品説明 トドマツ乾燥材。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ製材　一般建築材【乾燥材】 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15/18/30/45㎜、幅：45/60/90/105㎜、長：3,650㎜中心
樹種：トドマツ

－

問合せ先

三津橋産業株式会社

旭川支店：〒079-8452　旭川市永山北2条9丁目7番地2号 札幌支店：〒061-3262　石狩市花川東2条1丁目1番地

旭川支店：0166-47-1461 札幌支店：（0133）-74-2311

旭川支店：0166-47-0274 札幌支店：（0133）-74-5383

inquiry@mlcmitsuhashi.co.jp

http://www.mlcmitsuhashi.co.jp

問合せ先

株式会社ヨシダ

〒053-0056　苫小牧市あけぼの町3丁目4番7号

0144-55-0830

0144-55-2582

office@tomakomai-yoshida.com

http://www.tomakomai-yoshida.com/

mailto:inquiry@mlcmitsuhashi.co.jp
http://www.mlcmitsuhashi.co.jp/
mailto:inquiry@mlcmitsuhashi.co.jp
http://www.mlcmitsuhashi.co.jp
mailto:office@tomakomai-yoshida.com
http://www.tomakomai-yoshida.com/
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問合せ先

ようてい森林組合

〒044-0112　虻田郡京極町字春日170

0136-42-2211

0136-42-3510

hayashi@youtei-fa.or.jp

http://www.youtei-fa.or.jp

製品説明 北海道ようてい産カラマツは強度に優れ各公共建築物の構造材に多く使用されています。

森林認証等 FSC SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ構造用集成材ラミナ 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：32㎜、幅：117㎜、長：3,650㎜　他、大断面用幅200㎜以上もあります。
納期は数量にもよりますが、トレーラー１台分（約40㎥）で１か月程度です。

－

問合せ先

新生紀森林組合 製材工場

〒099-1366　常呂郡置戸町字川南36番地

0157-55-2301

0157-55-2325

shinseiki@crest.ocn.ne.jp

製品説明
住宅等建築部材用カラマツ集成材の原板。
寸法、形状、納期等要望に対応出来る場合製作可能。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ集成材用原板（ラミナ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：32㎜/36㎜、幅：119㎜/136㎜、長：2,200㎜/2,400㎜/3,650㎜/4,000㎜
樹種：カラマツ、納期：約1ヶ月

－

カラマツ集成材用原板 施工例：製材工場の柱にカラマツ集成材使用

出荷前のラミナ 体育館での活用事例（黒松内町総合体育

mailto:hayashi@youtei-fa.or.jp
http://www.youtei-fa.or.jp
mailto:shinseiki@crest.ocn.ne.jp
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問合せ先

協同組合ウッディハウスおけと

〒099-1138　常呂郡置戸町字中里9-1

0157-53-2420

0157-53-2421

ｗoddyoke@khaki.plala.or.jp

製品説明
北海道産トドマツ材の良質・良材が特徴
2面プレーナ仕上げにて寸法が保たれています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ型枠用桟木 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：24/27/30㎜
幅：50/60㎜
長：2,730㎜/3,650㎜

有

問合せ先

横内林業株式会社 紋別事業所

〒099-5171　紋別市渚滑町9丁目26番地

0158-24-5171

0158-24-5299

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：30/38/40㎜、幅：120㎜、140㎜、170㎜、190㎜、205㎜、225㎜、
長：2,400/3,000/3,650㎜
樹種：カラマツ・トドマツ、納期：要相談

－

製品説明
オホーツク圏内のカラマツ、トドマツ集成材用ラミナ原板をＣＯＣ認定工場として安定供給しています。造材事業
も展開しており、小～大断面用サイズの対応が可能。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 集成材用　乾燥ラミナ原板 参考価格 要相談

カラマツラミナ原板 乾燥処理状況 乾燥処理：選別後の荷姿

トドマツ型枠用桟木

mailto:%EF%BD%97oddyoke@khaki.plala.or.jp
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製品説明 プレーナーギャングを使用した、寸法精度の高い製品を、自信を持ってお届けします。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 桟木 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚:24㎜、幅:48㎜、長:3,000～4,000㎜
樹種：トドマツ、納期：トレーラー単位で1ヶ月目安

有

製品説明
北海道産（北見・津別地区）のカラマツ・トドマツを原材料とし、受注生産にて対応しています。
規格・納期についてはご相談ください。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ・トドマツ製材　梱包材 参考価格 タイコ20,700円/㎥（90㎜～）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜～、幅：60㎜～、長：～3,650㎜
樹種：カラマツ・トドマツ
納期：おおむね2週間

－

問合せ先

佐藤木材工業株式会社

〒099-5354　紋別市上渚滑町4丁目1番地

0158-25-2031

0158-25-2808

mail@satohmokuzai.com

http://www.satohmokuzai.com/

問合せ先

北見広域森林組合 北見工場

〒099-0878　北見市東相内町108番地3

0157-36-2005

0157-36-0005

kouiki-mein@kitamikouiki.or.jp

桟木 製造工程：検品と結束

カラマツ製材 カラマツ製材

mailto:mail@satohmokuzai.com
http://www.satohmokuzai.com/
mailto:kouiki-mein@kitamikouiki.or.jp
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問合せ先

栗山町ドライウッド協同組合 （事務局：株式会社たいせつ）

〒069-1507　夕張郡栗山町旭台23番地82

0123-73-3615

0123-73-3616

goto@taisetsu-inc.jp

http://core-dry.com/

製品説明
試験研究機関（道総研林産試験場）が開発した、われやねじれに強い乾燥技術「コアドライ」を用いた正角材で
す。意匠性が高く、木材の風合いをそのままお使いいただけます。【コアドライ：北海道木材産業協同組合連合会
の登録商標です】

森林認証等 合法木材証明

製品名 コアドライ材（カラマツ芯持ち正角材） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚幅：105㎜ × 105㎜、長：3,000㎜
樹種：カラマツ

有

問合せ先

新生紀森林組合 製材工場

〒099-1366  常呂郡置戸町字川南36番地

0157-55-2301

0157-55-2325

shinseiki@crest.ocn.ne.jp

製品説明
自動車部品等梱包用カラマツ梱包材。
寸法、形状、納期等要望に対応出来る場合製作可能。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ梱包材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜/15㎜/40㎜/51㎜、幅：51㎜/69㎜/70㎜、長：1,120㎜/3,650㎜
樹種：カラマツ、納期：約1ヶ月

－

カラマツ梱包材

使用例

コアドライ材

（認定番号：道木連コアドライ 第１号）

mailto:goto@taisetsu-inc.jp
http://core-dry.com/
mailto:shinseiki@crest.ocn.ne.jp
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問合せ先

協同組合オホーツクウッドピア

〒091-0022　北見市留辺蘂町旭東11番地

0157-67-2323

0157-67-2324

tsukatani@butsurin.jp

製品説明
北海道産カラマツ・トドマツを原料に住宅用小中断面集成材から公共建築物用大断面集成材まで製造可能で
す。
またプレカット加工も対応可能です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 構造用集成材（カラマツ・トドマツ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

材幅：105～500㎜、梁成：105～1,500㎜、長：1,800～17,000㎜
納期：受注後2週間～1ヶ月

有

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
一般挽割り材（グリーン材）および、乾燥材（SD20以下）を生産しています。
ラフ仕上げ、4面プレーナー仕上げの選択可能です。
高度な乾燥技術により、住宅用はもちろんの事、大型公共建築物など、数十棟の実績が有ります。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ構造材 参考価格
カラマツ　KDS4S

98,000円～／㎥（要相談）

商品仕様

（寸法・納期等）

正角（105×105、120×120、150×150㎜など）、平角（105×120～300㎜など）
長さ（2,730、3,000、3,650、4,000㎜など）
樹種：道東産カラマツ

有

正角（105×105） 左：芯去材、右：芯持材 釧路市 カラマツ住宅

大断面集成材 北見信金紋別支店

mailto:tsukatani@butsurin.jp
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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問合せ先

株式会社佐藤製材工場

〒099-4142　斜里郡斜里町中斜里18-29

0152-23-2158

0152-23-5655

satohseizai@okhotsk.or.jp

http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/

製品説明
最先端のＣＡＤ技術及び高性能プレカット加工機により高い加工精度で高品質化を実現しています。金物工法
にも対応し、在来工法と金物工法の混合加工（ハイブリッド）が可能です。一般製材についても、小ロットからの対
応が可能です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 構造用集成材（プレカット材）・一般製材（下地材等） 参考価格 100,000～160,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：90㎜～500㎜、幅：90㎜～150㎜、長：750㎜～7,999㎜
樹種：カラマツ・トドマツ、参考価格は一般小売価格
納期：通常7日（時期・数量により異なる）

有

問合せ先

厚浜木材加工協同組合

〒088-1367　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地

0153-65-2321

0153-65-2206

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

http://www.kohinmokuzai.com/

製品説明
住宅用はもちろんの事、大型建築物に利用可能な、大断面集成材の生産・加工を行っています。
大断面集成材は、最大長15m、梁背高1mまで生産可能です。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 構造用集成材（カラマツ） 参考価格 250,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

道東産カラマツ
中小断面及び、大断面集成材
仕様・設計に合わせて、寸法対応可能

有

上：浜中町酪農施設 下：釧路市東雲小学校体育館カラマツ構造用集成材

カラマツ防蟻注入集成材 施工例：一般住宅の施工中

mailto:satohseizai@okhotsk.or.jp
http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/
mailto:haranaka.2321@kohinmokuzai.com
http://www.kohinmokuzai.com/
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問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

製品説明 北海道産のカラマツで製造した土台です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 乾式　防腐・防蟻処理カラマツ土台 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

105×105×3,650㎜
105×105×4,000㎜
105×105×4,600㎜

－

問合せ先

佐藤木材工業株式会社

〒099-5354　紋別市上渚滑町4丁目1番地

0158-25-2031

0158-25-2808

mail@satohmokuzai.com

http://www.satohmokuzai.com/

製品説明
道産材を100％使用し、小･中断面の構造用集成材を製造しています。
人工乾燥により含水率を全て12%以下に下げ、材の反り･曲がりを抑えます。
徹底した品質管理のもとで製造された、高品質の集成材をお届けします。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 構造用集成材（カラマツ・トドマツ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚:105/120㎜　幅:105～700㎜　長:3,000～6,000㎜
接着剤：レゾルシノール系樹脂、水性高分子イソシアネート
樹種：カラマツ E95-F270、トドマツ E85-F255、納期：トレーラー単位で1ヶ月目安

有

カラマツ梁 柱と間柱に弊社の製品を使用

mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:mail@satohmokuzai.com
http://www.satohmokuzai.com/
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製品説明 北海道産のカラマツで製造した土台です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 乾式　防腐・防蟻処理カラマツ土台 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

105×105×3,650㎜
105×105×4,000㎜
105×105×4,600㎜

－

製品説明 北海道産のトドマツ・カラマツで製造した構造用集成材です。規格等ご相談ください。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ・カラマツ構造用集成材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）
柱・梁 有

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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製品説明 CAD.CAMシステム及び５軸加工機により高精度な加工が実現します。（金物工法対応）

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 プレカット加工 参考価格 10,000円～/坪

商品仕様

（寸法・納期等）

幅105㎜　高さ500㎜　厚さ8,000㎜
樹種：トドマツ、カラマツほか
参考価格は一般小売価格、納期：通常15日（時期・数量により異なる）

－

製品説明
北海道産カラマツを主力商品としている。認証材であることはもちろん、精度や構造設計との関連にこだわりがあ
る。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 プレカット材（構造用集成材） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

特殊材の加工、材幅：105～500㎜、梁成：105～1,500㎜、長：1,800～17,000mm
樹種：北海道産カラマツ

－

問合せ先

株式会社佐藤製材工場

〒099-4142　斜里郡斜里町字中斜里18-29

0152-23-2158

0152-23-5655

satohseizai@okhotsk.or.jp

http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/

問合せ先

北海道プレカットセンター株式会社 北見工場

〒091-0022　北見市留辺蘂町旭東11番地（本社：苫小牧市晴海町41番地）

0157-67-2323（オホーツクウッドピア内）

0157-67-2324

tsukatani@okhotsk-woodpia.jp

http://www.hokkaido-precut-center.jp/

金物工法（プレセッターＳＵ）

プレカット加工機 プレカット材（構造用集成材）

mailto:satohseizai@okhotsk.or.jp
http://www.okhotsk.or.jp/satohseizai/
mailto:tsukatani@okhotsk-woodpia.jp
http://www.hokkaido-precut-center.jp/
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製品説明
北海道産カラマツは、寒さの厳しい非常に過酷な環境下で、身の引き締まった極めて良質な原木として成長しま
す。その良質な原木を用い生産された単板から作られた合板は、徹底された含水率管理のもと、反りや狂いの少
ない、寸法安定性に非常に優れた製品となっております。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ構造用合板 参考価格 100,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：9/12/15/18/21/24/28/30㎜、幅：910㎜、1000㎜
長：1,820㎜、2,000㎜、2,440/2,730/3,030㎜（厚9、12㎜）
納期：時期・数量・仕様等によって大きく異なるが、1ヶ月～3ヶ月程度

有

製品説明
北海道産トドマツ合板は、寒さの厳しい環境で成長した良質な原木を用い生産され、寸法安定性に非常に優れ
ております。その上、木肌が白くキメ細かく滑らかな表面性を持ち、内装用用途での使用も十分に可能とするほど
の優れた意匠性を有しております。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ構造用合板 参考価格 100,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：9/12/24/28㎜、幅：910㎜、長：1,820㎜、2,440㎜（厚9㎜）
納期：時期・数量・仕様等によって大きく異なるが、1ヶ月～3ヶ月程度

有

問合せ先

丸玉産業株式会社

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地

0152-76-2111

0152-75-5005

soumu@marutama-ind.com

http://www.marutama-ind.com/

問合せ先

丸玉産業株式会社

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地

0152-76-2111

0152-75-5005

soumu@marutama-ind.com

http://www.marutama-ind.com/

カラマツ構造用合板 施工例：外壁下地に使用

トドマツ構造用合板 施工例：内装仕上材に使用

mailto:soumu@marutama-ind.com
http://www.marutama-ind.com/
mailto:soumu@marutama-ind.com
http://www.marutama-ind.com/


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

製品説明
表裏面に植林木のファルカタ、中芯にスギやトドマツ等の間伐材、その他植林木を使用し、非ホルムアルデヒドの
接着剤を使用しているので環境に配慮した合板です。ご要望に応じた樹種を使用しデザインの自由度も高めて
おります。ご要望の例として、オール国産材合板の生産も可能ですので是非お問い合わせください。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ECOえーぞー【EZO】（ECOスギ合板、ECO松合板　etc） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：5.5～50㎜、幅：920～1,230㎜　　長：1,830～4,000㎜
F☆☆☆☆　１類製品
樹種：ファルカタ・道南スギ・トドマツ

有

製品説明
全て北海道の工場にて生産しており、木肌が白っぽく柔らかく塗装性が良いシナを使用しています。表板はシナ
だけでなく、セン・カバを使用したものを生産でき、中板は北海道産広葉樹を使用した物も生産できます。
また、工場での均一塗装でムラがなく美しい仕上がりです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 シナ塗装合板（リンデン） 参考価格 4㎜×3×6　3,500円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：2.5/3.0/4.0/5.5/9/12/15/18㎜、幅：915/1,005/1,220㎜
長：1,825/2,005/2,130/2,430㎜
樹種：表・裏　シナ

有

問合せ先

池内ベニヤ株式会社

〒056-0025　日高郡新ひだか町静内木場町1-1-22

0146-42-1121

0146-45-2222

http://www.ike-net.jp/

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 恋問工場

〒088-0562　白糠郡白糠町コイトイ27-3

01547-5-2136

01547-5-2138

koitoi@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com

ECOえーぞー ECOえーぞー 木口（スギ、トド松ミックス）

http://www.ike-net.jp/
mailto:koitoi@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com
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製品説明
全て北海道の工場にて生産しており、木肌が白っぽく柔らかく塗装性が良いシナを使用しています。
表板はシナだけでなく、セン・カバを使用したものを生産でき、中板は北海道産広葉樹を使用した物も生産でき
ます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 シナランバーコア合板 参考価格 18㎜×3×6　4,850円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12/15/18/21/24/30㎜、幅：915/1,220㎜
長：1,825/2,130/2,430㎜
樹種：表・裏　シナ

有

製品説明
全て北海道の工場にて生産しており、木肌が白っぽく柔らかく塗装性が良いシナを使用しています。
表板はシナだけでなく、セン・カバを使用したものを生産でき、中板は北海道産広葉樹を使用した物も生産でき
ます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 シナ合板 参考価格 4㎜×3×6　1,850円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：2.5/3.0/4.0/5.5/9/12/15/18㎜、幅：915/1,005/1,220㎜
長：1,825/2,005/2,130/2,430㎜
樹種：表・裏　シナ

有

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 白糠工場

〒088-0332　白糠郡白糠町東2条北6丁目1-2

01547-2-2111

01547-2-2290

satturu-s@ion.ocn.ne.jp

http://www.sattsuru.com

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 白糠工場

〒088-0332　白糠郡白糠町東2条北6丁目1-2

01547-2-2111

01547-2-2290

satturu-s@ion.ocn.ne.jp

http://www.sattsuru.com

mailto:satturu-s@ion.ocn.ne.jp
http://www.sattsuru.com
mailto:satturu-s@ion.ocn.ne.jp
http://www.sattsuru.com
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問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
木質が緻密なため、表面のザラザラやササクレがなく、木肌はたいへんなめらか。これが塗料ののりをよくし、 美
しく仕上げることができるわけです。表と裏面にしなの木、中芯にラワンが一般ですがオールしなの共芯合板や、
ランバーコア芯を使用したしなランバーコア合板など多種です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 しな合板・しなランバーコア合板 参考価格 2,200円～/枚

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ：3/4/5.5/9/12/15/18/21/24/30㎜×幅：910/1,220㎜×長さ：1,820/2,430㎜
樹種：表裏板：しな、中芯：しな、ラワン、ファルカタランバーコア等　Ｆ４☆☆☆☆

有

問合せ先

滝澤ベニヤ株式会社

〒079-1396　芦別市野花南町1000番地

0124-27-3111

0124-27-3113

info@takizawaveneer.co.jp

http://www.takizawaveneer.co.jp

製品説明
北海道産シラカバ間伐材を利用した合板です。従来の合板にくらべ断面をきれいに仕上げることで、見た目も美
しく合板としての用途がさらに広がります。塗装がしやすいことも特徴の一つです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ecoシラ合板 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：9/12/15/18/21/24/30㎜
幅：910㎜
長：1,820㎜

有

ecoシラ合板 ecoシラ合板 使用例

しな合板 しなランバーコア合板

mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
mailto:info@takizawaveneer.co.jp
http://www.takizawaveneer.co.jp
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問合せ先

丸玉産業株式会社

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地

0152-76-2111

0152-75-5005

soumu@marutama-ind.com

http://www.marutama-ind.com/

商品仕様

（寸法・納期等）

厚み：5.5㎜、幅：910㎜、長さ：1,820㎜、2,440㎜、樹種：カラマツ
納期：時期・数量・仕様等によって大きく異なるが、1ヶ月～3ヶ月程度
価格：3×6　3,500円/枚、3×8　5,000円/枚

－

製品説明
シャビィシックな意匠とカラマツ針葉樹合板の木目を意匠を融合させたオリジナル柄の化粧板です。
表面に色・柄のついた特殊コートを施しているため合板特有の色違いが軽減され、なおかつ塗装する必要があ
りません。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 エコグレイン　シャビィ 参考価格 3,500円～/枚

エコグレイン　シャビィ 施工例：内装壁に使用

問合せ先

丸玉産業株式会社

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地

0152-76-2111

0152-75-5005

soumu@marutama-ind.com

http://www.marutama-ind.com/

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：5.5㎜、幅：910㎜、長：1,820㎜、2,440㎜、樹種：カラマツ
納期：時期・数量・仕様等によって大きく異なるが、1ヶ月～3ヶ月程度
価格：3×6　3,500円/枚、3×8　5,000円/枚

－

製品説明
カラマツ針葉樹合板の木目を意匠に活かした化粧板で、抜節・割れ部分は、補修により合板の木目に馴染ませ
て平滑に仕上げております。表面に色・柄のついた特殊コートを施しているため合板特有の色違いが軽減され、
なおかつ塗装する必要がありません。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 エコグレイン 参考価格 3,500円～/枚

エコグレイン 施工例：内装壁に使用

mailto:soumu@marutama-ind.com
http://www.marutama-ind.com/
mailto:soumu@marutama-ind.com
http://www.marutama-ind.com/
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製品説明
全て北海道の工場にて生産しています。表板はシナだけでなく、セン・カバも生産でき、中板は北海道産広葉樹
を使用した物も生産できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 シナ有孔合板 参考価格 5.5㎜×3×6　3,150円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：2.5/3.0/4.0/5.5/9/12/15/18㎜、幅：915/1,005/1,220㎜
長：1,825/2,005/2,130/2,430㎜
樹種：表・裏　シナ

有

製品説明
それぞれの木が持つ表情が優しさ・温かみを感じさせます。
無垢材は湿度調整に優れ、夏は涼しく冬は暖かい環境を作り出します。
実部分は、本実、相欠、目透し有無の選択が可能です。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ・トドマツ羽目板［無垢材］ 参考価格 4,000円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚み：12、15、18㎜（ログ風：35㎜）
働幅：105㎜（寸法調整可能）
樹種：道東産カラマツ、トドマツ

－

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 白糠工場

〒088-0332　白糠郡白糠町東2条北6丁目1-2

01547-2-2111

01547-2-2290

satturu-s@ion.ocn.ne.jp

http://www.sattsuru.com

問合せ先

厚浜木材加工協同組合

〒088-1367　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地

0153-65-2321

0153-65-2206

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

http://www.kohinmokuzai.com/

左上：カラマツ羽目板

左下：カラマツ羽目板（ログ風）

右上：トドマツ羽目板

カラマツ羽目板 左：内装施工 右：外装施工

mailto:satturu-s@ion.ocn.ne.jp
http://www.sattsuru.com
mailto:haranaka.2321@kohinmokuzai.com
http://www.kohinmokuzai.com/
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問合せ先

道東ラーチ企業組合

〒089-5634　十勝郡浦幌町字帯富69-7

015-576-3080

015-576-3894

post@dotolarch.com

http://www.dotolarch.com/

製品説明
北海道十勝にある浦幌産の５０年生カラマツを特殊乾燥し６軸モルダー加工をしております。外壁・内壁に対応
できる羽目板で、カラマツ材の節目模様が特徴の材質となっております。

森林認証等

製品名 羽目板［外・内壁］ 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ10㎜、12㎜、15㎜、18㎜
幅60㎜、100㎜、120㎜、150㎜
長さ1.818m、2.73m、3.65m

－

問合せ先

有限会社　滝田木材

〒071-0239　上川郡美瑛町字美瑛原野221-76

0166-92-4465

0166-92-1147

takita-mokuzai@iaa.itkeeper.ne.jp

製品説明
北海道産カラマツ特有の木目の美しさ、自然木ならではの湿度調整に優れ、夏は涼しく冬は暖かい環境を作り
出します。見た目も優しく落ち着いた印象を与える木の温もりを感じさせてくれることと思います。また、高温蒸煮
法により、室温温度でヤニが流れ出ることはありません。

森林認証等 合法木材証明

製品名 カラマツ・トドマツ羽目板 参考価格 2,150円（9×100×3,650㎜）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：9/11/12/15㎜、幅：90/100㎜、長：1,820/2,730/3,650㎜
樹種：カラマツ・トドマツ

－

カラマツ羽目板 加工例：腰壁部分にカラマツ羽目板使用

壁カラマツ羽目板使用 カラマツ羽目板

mailto:post@dotolarch.com
http://www.dotolarch.com/
mailto:takita-mokuzai@iaa.itkeeper.ne.jp
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問合せ先

厚浜木材加工協同組合

〒088-1367　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地

0153-65-2321

0153-65-2206

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

http://www.kohinmokuzai.com/

製品説明
木本来の姿に最も近く、そこに居る人に安心感を与え、自然にも調和するのがログハウスです。
ログ部材の狂いや沈み込み、割れを極力抑える為、カラマツ乾燥材を3枚貼り合わせています。
気密、断熱性に優れた角型ログは、家具などの納まりも良好です。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツラミネートログ（角ログ） 参考価格 180,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

道東産カラマツ　三層角ログ
厚70×高140㎜、厚95×高170㎜、厚120×高170㎜、

－

問合せ先

有限会社三好産業

〒099-1135　常呂郡置戸町字置戸220番地

0157-52-3231

0157-52-3232

miyoshi_mokuzai@biz.nifty.jp

製品説明
北海道オホーツク産の良質なトドマツ材をさらに厳選し、職人が一本一本丁寧に製材・加工した幅広重厚な無垢
羽目板です。防腐塗料等の色乗りもよく、外壁、内装ともにご利用頂けます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ羽目板 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法　長3,600/1,800㎜×働き幅130㎜×厚18㎜
形状　本実目透かし加工/表面サンダー仕上
樹種：トドマツ

－

施工例① 認定こども園の外壁に使用 施工例② 資料館の外壁に使用

カラマツ三層ラミネートログ 鶴居村カフェ

mailto:haranaka.2321@kohinmokuzai.com
http://www.kohinmokuzai.com/
mailto:miyoshi_mokuzai@biz.nifty.jp
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問合せ先

有限会社滝田木材

〒071-0239　上川郡美瑛町字美瑛原野221-76

0166-92-4465

0166-92-1147

takita-mokuzai@iaa.itkeeper.ne.jp

製品説明
北海道産カラマツ特有の木目の美しさ、自然木ならではの湿度調整に優れ、夏は涼しく冬は暖かい環境を作り
出します。ハーフログを貼ることによって、見た目も落ち着いた印象を与えてくれます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ハーフログ 参考価格 5,300円（長：3,650㎜）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：33㎜、幅：190㎜、長：1,820/2,730/3,650㎜
樹種：カラマツ・トドマツ

－

問合せ先

厚浜木材加工協同組合

〒088-1367　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地

0153-65-2321

0153-65-2206

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

http://www.kohinmokuzai.com/

製品説明
木本来の姿に最も近く、そこに居る人に安心感を与え、自然にも調和するのがログハウスです。
機械加工による円形形状は、ログの質感を損なわず、寸法精度の高い北海道らしいログハウスです。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツログ 参考価格 230,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

マシーンカットログ、樹種：道東産カラマツ
断面：直径125×120、150×145、175×170、195×200㎜（楕円カット）
断面：直径240、300㎜（大径カット）

－

マシーンカットログ 楕円ログハウス

カラマツ ハーフログ 加工例：スーパーハウスにカラマツのハーフログを貼り付け

mailto:takita-mokuzai@iaa.itkeeper.ne.jp
mailto:haranaka.2321@kohinmokuzai.com
http://www.kohinmokuzai.com/
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カラマツ・トドマツ羽目板 トドマツ　ログウォール
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Email

URL

問合せ先

留辺蘂木工株式会社

〒091-0023　北見市留辺蘂町旭中央28番地

0157-42-2018

0157-42-2245

northland@kitami-itc.or.jp

http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/

製品説明 北海道産カラマツ・トドマツの木目の美しさ、木材ならではの質感が景観にマッチします。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ノースランドパネル（カラマツ・トドマツ羽目板） 参考価格 9,600～13,400円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15㎜（カラマツ/トドマツ）
幅：100㎜  本実加工
長：1,818/2,727/3,636㎜

厚：30㎜　（トドマツ　ログ調壁材）
幅：100㎜　本実加工
長：1,818/2,727/3,636㎜

－

問合せ先

堀川林業株式会社

〒068-2114　三笠市幾春別１３番地

01267-6-8051

01267-6-8975

h-forest@mk6.tiki.ne.jp

製品説明
防腐・防虫効果のある木酢液に羽目板を浸け込み、内部にまで浸透させております。
経年により徐々に色褪せる風合いも自然な味わいとして楽しめます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 外壁材 参考価格 7,500円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12～18㎜
巾：90～120㎜
長：3,650㎜　※ご使用寸法にカットできます。【樹種：トドマツ・カラマツ】

－

トドマツ
カラマツ

mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
mailto:h-forest@mk6.tiki.ne.jp
mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
mailto:h-forest@mk6.tiki.ne.jp
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製品説明
北海道産カラマツ材を使用。
表面プレーナー仕上げにより、粗挽加工より木肌が強調でき美しい仕上がりになっております。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ウッドサイディング　95タイプ［無塗装品］(外装材) 参考価格 （９枚入）10,310円～

商品仕様

（寸法・納期等）

長：1,820×幅：95×厚：15（10,310円/束）・長：2,730×幅：95×厚：15（15,470円/束）
長：3,650×幅：95×厚：15（20,680円/束）・長：3,900×幅：95×厚：15（22,100円/束）
全て9枚入/束、消費税別途

－

製品説明
日本の最北部に生育する道南杉を使用したオリジナル外装用パネル。
赤身の部分の耐朽性はヒノキよりも高いといわれ、腐りにくく、雨風の当たる外部での使用に適しています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 道南杉ハル壁（外装材） 参考価格 設計価格3,000円/㎡（税込）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15㎜×幅：135㎜～150㎜×長：3,650㎜、特注サイズも可能
納期：2週間

－

問合せ先

株式会社サトウ ウッディセンター

〒080-2464 帯広市西24条北1丁目５－７

0155-37-3424

0155-37-4277

design@karamatu-satou.com

http://www.karamatu-satou.com

問合せ先

株式会社ハルキ

〒049-2306　茅部郡森町字姫川11番13

01374-2-5057

01374-2-2397

info@mori-haruki.co.jp

http://mori-haruki.co.jp/

外装材シリーズ 外装に使用

木材は環境に優しい循環型製品 断熱性に優れた商品です。

mailto:design@karamatu-satou.com
http://www.karamatu-satou.com
mailto:info@mori-haruki.co.jp
http://mori-haruki.co.jp/


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

昭和木材株式会社

〒078-8212　旭川市2条通23丁目右1号

0166-31-4781

0166-31-4785

customer@showa-lumber.co.jp

http://www.showa-lumber.co.jp

製品説明
木材を、壁や天井に貼れるように加工した製品です。
木の持つ温かみや調湿機能を、効果的に空間に取り入れることができます。性能面で支障となる欠点部は補修
し、乾燥や加工といった処理をすべて国内工場で行っておりますので、安心してお使いいただける商品です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 内装用羽目板 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）

厚：12㎜　幅：60～120㎜　長：600～2,000㎜(定尺)　樹種：タモ・ナラ・カバ・(クルミ)
※寸法については個別対応可能です。
※納期は数量によりますが、2～3週間ほどです。

－

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町１４１番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

製品説明 北海道産のトドマツ・カラマツで製造した羽目板です。規格・塗装方法等ご相談ください。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 羽目板（トドマツ・カラマツ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

内装用　12×100㎜
外壁用　15×100㎜

－

製品 施工例

mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp/
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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問合せ先

株式会社中野製作所

〒080-2463　帯広市西23条北1丁目1-19

0155-37-3066

0155-37-5812

sn1204ruff@yahoo.co.jp

http://nakanoseisakusho.com/

製品説明
色味、節の風合いなど自然素材ならではの温かみがあり木目の美しさは人に落ち着きや安らぎを与えるとも言わ
れております。また見た目の効果だけでなく、自然素材のため調湿効果等も期待できます。

森林認証等

製品名 カラマツ・トドマツ羽目板 参考価格 4,500円/㎡（税別）～

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法：ご要望に応じ製作可能。
形状：基本的には相じゃくり、本実目透かし等でその他形状に関しましても要相談。
樹種：道産材樹種問わず製作可能。

－

問合せ先

有限会社瀨上製材所

〒089-0563　中川郡幕別町字千住42番6

0155-56-7000

0155-55-5151

info@ss-wood.com

http://www.ss-wood.com

製品説明
北海道の十勝産のからまつを使用しています。含水率を11%にまで落とす事でヤニの発生や施工後の木材の変
形を極限まで抑えています。また、無垢材特有の調湿効果により室内環境を快適に保つことが出来ます。樹齢50
年前後の大径木の木目が美しく、経年変化により赤く鮮やかに色づきます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 十勝産からまつの羽目板 参考価格 1,800～2,300円/㎡（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：10/11/12㎜、幅：91㎜、長：900/1,820/2,730/3,650㎜
樹種：カラマツ

－

からまつの羽目板 天井部分に使用

トドマツ羽目板 施工例：壁面にカラマツ羽目板使用

mailto:sn1204ruff@yahoo.co.jp
http://nakanoseisakusho.com/
mailto:info@ss-wood.com
http://www.ss-wood.com
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製品説明 トドマツ小径木中心なので比較的、節が小さめです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ羽目板 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12/15㎜、有効幅：96㎜、長：910/1,820/（3,650）㎜
樹種：トドマツ

－

製品説明
北海道産カラマツ・トドマツの木目の美しさ、木材ならではの湿度調整に優れ、過ごしやすく人にやさしい環境を
作り出します。無垢材ならではの質感は、音の響き、光の反射などの特性に優れ、本物志向のユーザーに強く支
持されています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ノースランドパネル（カラマツ・トドマツ羽目板） 参考価格 6,100～10,600円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：9/11/12/15㎜（カラマツ）、9/11/15㎜ （トドマツ）
幅：90㎜(厚9、11㎜）、100㎜(厚12、15㎜)
長：1,818/2,727/3,636㎜　本実加工　樹種：カラマツ・トドマツ、価格は設計価格

－

問合せ先

株式会社ヨシダ

〒053-0056　苫小牧市あけぼの町3丁目4番7号

0144-55-0830

0144-55-2582

office@tomakomai-yoshida.com

http://www.tomakomai-yoshida.com/

問合せ先

留辺蘂木工株式会社

〒091-0023　北見市留辺蘂町旭中央28番地

0157-42-2018

0157-42-2245

northland@kitami-itc.or.jp

http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/

トドマツ羽目板 施工例：トドマツ・カラマツ羽目板

mailto:office@tomakomai-yoshida.com
http://www.tomakomai-yoshida.com/
mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
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問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 恋問工場

〒088-0562  白糠郡白糠町コイトイ27-3

01547-5-2136

01547-5-2138

kaneko@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com/

製品説明 木を超えた天然木化粧不燃内装材。樹種サイズの特注対応が可能。国土交通大臣認定商品。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Ｓライト（不燃内装材）国土交通大臣認定品 参考価格 14,400～31,000円/枚（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅910㎜　長さ1,820㎜ 厚さ6㎜
樹種：せん、なら、たも、しな、トドマツ、カラマツほか
価格は設計価格

－

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 恋問工場

〒088-0562　白糠郡白糠町コイトイ27-3

01547-5-2136

01547-5-2138

kaneko@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com/

製品説明
立体感と天然銘木の色合いあじわいを引き出したファンシー札鶴は、あきのこない高級銘木合板です。樹種色
サイズの平板など特注対応が可能。。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ファンシー（内装材） 参考価格 6,000～9,400円/枚（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅610㎜　長さ2,430㎜　厚さ4㎜
樹種：せん、にれ、アカエゾマツ、トドマツ、カラマツほか
価格は設計価格

有

ミスマッチ ピーリング

小清水コミュニティプラザ あしょろ銀河ホール

mailto:kaneko@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com/
mailto:kaneko@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com/
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製品説明
北海道産カラマツ材を使用。
ご使用後、年月が経ちますと赤みが増し、深い味わいになります。
天井・腰壁などへの使用をお勧めします。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 パネリング　95タイプ ［無塗装品］（内装材） 参考価格 （９枚入）9,240円～

商品仕様

（寸法・納期等）

長：1,820×幅：95×厚：11（9,240円/束）・長：2,730×幅：95×厚：11（13,860円/束）
長：3,650×幅：95×厚：11（18,530円/束）・長：3,900×幅：95×厚：11（19,800円/束）
全て9枚入/束、消費税別途

－

製品説明
日本の最北部に生育する道南杉を使用したオリジナル内装用パネル。 木の周辺部分は白色、心部分は赤褐色で見た目に美しく、その
やわらかな性質は転んだりぶつかったりしてもクッション効果あり、お年寄りやお子様にも安心です。 そして独特の芳香を持っており、そ
の香りにはリラックス効果があります。また、熱伝導率が低いため触れた時にヒヤッとせず、温かみを感じます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 道南杉ハル壁（内装材） 参考価格 3,000円/㎡（税込）～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜×幅：88㎜×長：3,650㎜、特注サイズも可能
納期：2週間
価格は設計価格

－

問合せ先

株式会社サトウ ウッディセンター

〒080-2464　帯広市西24条北1丁目5-7

0155-37-3424

0155-37-4277

design@karamatu-satou.com

http://www.karamatu-satou.com

問合せ先

株式会社ハルキ

〒049-2306　茅部郡森町字姫川11番13

01374-2-5057

01374-2-2397

info@mori-haruki.co.jp

http://mori-haruki.co.jp/

環境に優しい循環型製品 紫外線の反射が少ないため、目に優しい製品です。

内装材シリーズ 内装に使用

mailto:design@karamatu-satou.com
http://www.karamatu-satou.com
mailto:info@mori-haruki.co.jp
http://mori-haruki.co.jp/
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問合せ先

札幌斉藤木材株式会社

〒003-0827　札幌市白石区菊水元町7条2丁目6番1号

011-876-2082

011-871-7070

info@s-saitomokuzai.ne.jp

http://www.s-saitomokuzai.co.jp

製品説明
内装制限かかる建物での仕上げ材には不燃木材が必要不可欠です。
天然木ならではの風合い・肌触り・重厚感はほかには出せないものです。
又、夏場の湿度調整・ヒートアイランドにも優れている材です。

森林認証等 FSC® 合法木材証明

製品名 不燃木材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

不燃天然木　道産トドマツ・カラマツ　内装羽目板及びルーバー材
長さ3,650㎜以内　厚さ18～50㎜以内　幅300㎜以内

－

問合せ先

株式会社ハルキ

〒049-2306　茅部郡森町字姫川11番13

01374-2-5057

01374-2-2397

info@mori-haruki.co.jp

http://mori-haruki.co.jp/

製品説明
内装制限の対象となる特殊建築物等に使用可能な、木製内装材です。
平成28年8月26日、準不燃材料・難燃材料の国土交通大臣認定取得。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 道南杉ハル壁　準不燃・難燃材シリーズ（内装材） 参考価格 27,900円/㎡（税込）～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15㎜×幅：90・120㎜×長：3,000㎜
納期：3ヶ月
価格は設計価格

－

カラマツ不燃羽目板 腰壁に使用したカラマツ不燃羽目

準不燃・難燃材 大規模建築内装に使用可能

mailto:info@s-saitomokuzai.ne.jp
http://www.s-saitomokuzai.co.jp
mailto:info@mori-haruki.co.jp
http://mori-haruki.co.jp/
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問合せ先

昭和木材株式会社

〒078-8212　旭川市2条通23丁目右1号

0166-31-4781

0166-31-4785

customer@showa-lumber.co.jp

http://www.showa-lumber.co.jp

製品説明
木材の欠点部を取り除いた小片を再接着して構成された製品です｡
当社が製造する集成材は、内部造作などの非耐力部に用いられる「造作用集成材」で、
素地のもつ美観を損なう事無く、幅広い樹種・サイズの製品に対応しております。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 造作用集成材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：10～150㎜　幅：30～1,200㎜　長：300～6,000㎜　樹種：タモ・ナラ・カバ・(クルミ)
※寸法については個別対応可能です。
※納期は数量によりますが、2～3週間ほどです。

有

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

製品説明 北海道産のトドマツ・カラマツで製造した造作用集成材です。規格・塗装方法等ご相談ください。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 トドマツ・カラマツ造作用集成材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

4,200×600×25㎜
4,200×600×30㎜

有

製品 施工例

mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp/
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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製品説明
トドマツの白さと特徴的な節を生かし、住宅の内部造作材として製品化しました。
和洋枠材、窓台、幅木、廻縁など、様々な用途にご利用可能です。
加工、塗装まで対応可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ集成材（造作材） 参考価格 16,000円（20×500×4,000㎜）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚:15㎜～、幅:～500㎜、長:～4,000㎜
納期は受注後4週間が目安です。

有

製品説明
階段や手すり、窓枠などの建具や、テーブルやイス、カウンターの天板などの家具に、素材の美しさを表した集
成材です。
造作用集成材は、最大幅1,000㎜、厚み100㎜まで生産可能です。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 造作用集成材（カラマツ・トドマツ） 参考価格 カラマツ　320,000円～／㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

様々な寸法に対応可能
樹種：道東産カラマツ、トドマツ

有

問合せ先

株式会社新宮商行 銭函工場

〒047-0261　小樽市銭函2丁目32番1号

0134-62-2011

0134-61-2011

zp@shingu-shoko.co.jp

http://www.shingu-shoko.co.jp/

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

トドマツ集成材 施工例：住宅内部造作材

左：会議用折りたたみテーブル 右：釧路空港案内カウンター左：カラマツ 右：トドマツ

mailto:zp@shingu-shoko.co.jp
http://www.shingu-shoko.co.jp/
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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問合せ先

留辺蘂木工株式会社

〒091-0023　北見市留辺蘂町旭中央28番地

0157-42-2018

0157-42-2245

northland@kitami-itc.or.jp

http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/

製品説明
北海道産カラマツ・トドマツの木目の美しさがインテリアに潤いを与えます。
人工林材を使用している為、地球環境に優しい材料です。
受注生産の為、寸法に無駄がありません。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 造作用集成材（カラマツ・トドマツ） 参考価格 880,000～1,100,000円／㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：20～100㎜、幅：50～1000㎜、長：1,800～4,600㎜
樹種：カラマツ・トドマツ
価格は設計価格

－

問合せ先

緑川木材株式会社

〒078-1403　上川郡愛別町字南町472番地の4

01658-6-5855

01658-6-4388

green111@cocoa.ocn.ne.jp

製品説明
北海道産のカラマツ・トドマツ材の三層構造のパネル（ＣＬＴ）です。強度性能に優れつつ自然の木目の美しさを
持ち合わせたパネルです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 カラマツ・トドマツ三層パネル 参考価格 17,000～24,750円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：21/24/30/36㎜、幅：910/1,000㎜、長：1,820/2,000/2,420㎜
【参考価格】　厚30㎜×幅910㎜×長1,820㎜：17,000円、厚30㎜×幅1,000㎜×長
2,000㎜：22,750円、厚30㎜×幅910㎜×長2,420㎜：24,750円

－

造作用集成材 使用例：壁面ルーバー（トドマツ）

カラマツ三層パネル（上：カラマツ 下：トドマツ） 構造用床材や造作用に使用

（上：カラマツ 下：トドマツ）

mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
mailto:green111@cocoa.ocn.ne.jp
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製品【ナラ】 施工例【ナラ：ホワイトパウダー】
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問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社

〒099-4521　斜里郡清里町札弦町40

0152-26-2211

0152-26-2739

sattsuru-h@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com

製品説明 天然木独特の節等のキャラクターを生かしたフローリングです。自然のままのリアルをコンセプトとしています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 プライフローリング　ラスティック 参考価格 9,600円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚　12・15㎜　幅　90・150㎜　長　900㎜
樹種：ナラ、カバ　　釘打用・直貼り用有り
梱包入数　90幅：20枚(1.62㎡）　150幅：24枚(3.24㎡）　納期：3週間～1ヶ月程度

－

問合せ先

厚浜木材加工協同組合

〒088-1367　厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1番地

0153-65-2321

0153-65-2206

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

http://www.kohinmokuzai.com/

製品説明
カラマツの美しい木目が優しさ・温かみを感じさせます。
厚い無垢材の為、湿度調整に優れ、夏は涼しく冬は暖かい環境を作り出します。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツフローリング（無垢フローリング） 参考価格 4,500円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚み：30㎜（寸法調整可能）
働幅：105㎜（寸法調整可能）
樹種：道東産カラマツ

－

カラマツフローリング 床全面に施工したカラマツ無垢フローリング

mailto:sattsuru-h@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com/
mailto:sattsuru-h@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com
mailto:haranaka.2321@kohinmokuzai.com
http://www.kohinmokuzai.com/
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問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 恋問工場

〒088-0562  白糠郡白糠町コイトイ27-3

01547-5-2136

01547-5-2138

kaneko@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com/

製品説明
無垢材の風合いが息づく高級壁材。樹種サイズ色の特注対応が可能。社団法人日本建材･住宅設備産業協会
F☆☆☆☆認定品。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ロインパネル 参考価格 7,900～13,800円/㎡（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅300㎜　長さ1,800㎜ 厚さ12㎜
樹種：セン、タモ、シナ、トドマツ、カラマツほか
価格は設計価格

－

問合せ先

札鶴ベニヤ株式会社 恋問工場

〒088-0562  白糠郡白糠町コイトイ27-3

01547-5-2136

01547-5-2138

kaneko@sattsuru.com

http://www.sattsuru.com/

製品説明 道産針葉樹突板を使用した耐傷性フローリング。樹種サイズ色の特注対応が可能。

森林認証等 合法木材証明

製品名 鶴ハード（フローリング） 参考価格 18,000～31,000円/3.3㎡（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

幅93㎜　長さ900㎜　厚さ17㎜
樹種：トドマツ、カラマツほか
価格は設計価格

有

鶴ハード（カラマツ突板） 幼稚園施工写真

エクセレント（タモ柾調・クリア塗装) 実形状

mailto:kaneko@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com/
mailto:kaneko@sattsuru.com
http://www.sattsuru.com/
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製品説明
北海道産のトドマツ・カラマツで製造した、置いてはめこむだけで簡単に無垢のフローリングを実現できるタイル
です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ジカバリフローリング(トドマツ・カラマツ) 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）
900×100×13.5㎜ －

製品説明 北海道産のタモ・カバ・シラカバ・ナラで製造したフローリング材です。規格・塗装方法等ご相談ください。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 道産広葉樹フローリング(タモ・カバ・シラカバ・ナラ) 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）

厚み15㎜
幅90,75,65㎜(ナラ・タモは100㎜もあり)

－

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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製品説明 北海道産のトドマツ・カラマツで製造したフローリング材です。規格・塗装方法等ご相談ください。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 道産針葉樹フローリング（トドマツ・カラマツ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）
厚み15㎜×幅100㎜を基本とし、個別に対応可能 －

製品説明 北海道産のトドマツ・カラマツで製造した、置くだけで簡単に無垢のフローリングを実現できるタイルです。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ユカハリタイル(トドマツ・カラマツ) 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）
1枚：　500×500×13.5㎜ －

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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製品説明
貴重な資源を最大限活用するため、欠点となる節や白太の部分をあえて残し、また素材に合わせたばらばらな
長さの部材を、組み合わせて施工する仕様になっています。性能面で支障となる欠点部は補修し、乾燥や加工
といった処理をすべて国内工場で行っておりますので、安心してお使いいただける商品です。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 内装用フローリング 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15㎜　幅：60～120㎜　長：300～1,800㎜(乱尺)　樹種：タモ・ナラ・カバ・(クルミ)
※寸法については個別対応可能です。
※納期は数量によりますが、2～3週間ほどです。

－

製品説明
北海道の十勝産のからまつを使用しています。含水率を11%にまで落とす事でヤニの発生や施工後の木材の変
形を極限まで抑えています。また、無垢材特有の調湿効果により室内環境を快適に保つことが出来ます。樹齢50
年前後の大径木の木目が美しく、経年変化により赤く鮮やかに色づきます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 十勝産からまつのフローリング 参考価格 2,500～3,000円/㎡（税別）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15/30/40㎜、幅：91㎜(厚15㎜)/145㎜(厚30/40㎜)
長：900/1,820/2,730/3,650㎜
樹種：カラマツ

－

問合せ先

昭和木材株式会社

〒078-8212　旭川市2条通23丁目右1号

0166-31-4781

0166-31-4785

customer@showa-lumber.co.jp

http://www.showa-lumber.co.jp

問合せ先

有限会社瀨上製材所

〒089-0563　中川郡幕別町字千住42番6

0155-56-7000

0155-55-5151

info@ss-wood.com

http://www.ss-wood.com

91×15のフロアー材 91×15の乱尺張り（施工時に節外し）145×30のフロアー材

製品 施工例

mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp/
mailto:customer@showa-lumber.co.jp
http://www.showa-lumber.co.jp
mailto:info@ss-wood.com
http://www.ss-wood.com
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製品説明
体育館用の複合フローリングです。表面材に厚さ約6㎜の挽板（北海道産シラカバ）、基材に厚さ12㎜の構造用
合板（北海道産カラマツ）を使用した、全国木材組合連合会推進の国産材マーク（100％）対象製品となっており
ます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 SVダイヤフロア　Nライナー18（サスティナ）、Sライナー18（サスティナ） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：18㎜、幅：135㎜ または 445㎜、長：1,800㎜
樹種：［表面］シラカバ、［基材］カラマツ

有

製品説明
艶やかな表面化粧で傷や汚れにも強く、北海道産トドマツを基材に使用した環境にやさしい天然木化粧の床材
です。
合法木材供給事業者認定工場産北海道産トドマツ基材製品（製品としての取得はありません）

森林認証等

製品名 フォレスハード 参考価格 24,000円/坪

商品仕様

（寸法・納期等）

厚12㎜×幅303㎜×長さ1,818㎜
納期は数量にもよりますが、1週間から2週間程度です。

有

問合せ先

空知単板工業株式会社 砂川工場

〒073-0157　砂川市三砂町1番地

0125-54-4330

0125-54-4332

stmaeda@sorachitanpan.com

http://www.sorachitanpan.com/

問合せ先

大建工業株式会社 北海道支店

〒060-0033 札幌市中央区北3条東10丁目1-10

011-207-5330

011-207-5900

http://www.daike.jp/

Ｓライナー18（サスティナ） 体育館への施工例

YC

MT

MF

BH

ML

MW

http://www.daike.jp/
mailto:stmaeda@sorachitanpan.com
http://www.sorachitanpan.com/
http://www.daike.jp/
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製品説明
北海道産無垢にこだわり、ナラは無節、節有りをそろえ、ユーザーの本物志向に応えている。
(丸太、製材、フローリング加工の全てを北海道内で完結し、確実な合法木材である。）

森林認証等 合法木材証明

製品名 広葉樹フローリング 参考価格 8,000円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚 15/18㎜、幅 90/75㎜、長 500上 乱尺
樹種：ナラ(無節・節有)、タモ(無節)、ニレ(無節)
価格：（90㎜）8,500円/㎡、（75㎜）8,000円/㎡

－

製品説明
材の特性を活かしながら繊維方向に平行に積層することにより、反り、割れ等の軽減、適度な強度と弾力性を得
た商品です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 北海道産二層フローリング 参考価格 5,850円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

長さ 1,820㎜、有効幅 105㎜、厚み 15㎜
カラマツ、トドマツ

－

問合せ先

株式会社ニヘイ 伊達支店

〒052-0012　伊達市松ヶ枝町9-91

0142-23-9677

0142-21-2250

MAKINO_yasunori@nihei.sfc.co.jp

http://www.nihei.co.jp

問合せ先

株式会社ニヘイ 伊達支店

〒052-0012 伊達市松ヶ枝町9-91

0142-23-9677

0142-21-2250

MAKINO_yasunori@nihei.sfc.co.jp

http://www.nihei.co.jp

ナラ節なし ナラ節あり

左：カラマツ2層の木口 右：表面 住宅使用例

mailto:MAKINO_yasunori@nihei.sfc.co.jp
http://www.nihei.co.jp/
mailto:MAKINO_yasunori@nihei.sfc.co.jp
http://www.nihei.co.jp
mailto:MAKINO_yasunori@nihei.sfc.co.jp
http://www.nihei.co.jp
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問合せ先

丸玉産業株式会社

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地

0152-76-2111

0152-75-5005

soumu@marutama-ind.com

http://www.marutama-ind.com/

製品説明
100%北海道産トドマツ合板（等厚5PLY）を基材とした環境配慮型床材。優れた表面性能と独自の技術により品
質の安定性に優れ、また充実した機能・性能を有することで、お手入れが簡単でありながら美しさを長持ちさせる
ので末永くご愛用頂けます。地球にやさしいエコマーク製品。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ニドムエコ（床材） 参考価格 29,400円/坪

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：12㎜、幅：303㎜、長：1,818㎜
樹種：［基材］北海道産トドマツ合板
納期：時期・数量・仕様等によって大きく異なるが1ヶ月～3ヶ月程度

有

問合せ先

びえいからまつ協同組合

〒071-0206　上川郡美瑛町北町3丁目363番地4

0166-92-5055

0166-92-5066

biei-karamatｓu@bieilarchcoop.com

http://www.bieilarchcoop.com

製品説明
北海道産カラマツ特有の木目の美しさ、年数が経つと樹脂が染み出てくる事で赤みがかり、美しい木肌になりま
す。自然木ならではの調湿性に優れ、夏は涼しく冬は暖かい環境を作り出します。
無垢材ならではの感触や、断面の大きな集成材の重厚感は本物志向のユーザーに支持されています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 道産フローリング・羽目板・造作用集成材 参考価格 5,590円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

フローリング・羽目板：厚さ12～24㎜　幅35～200㎜　長さ900～3,600㎜
造作用集成材：厚さ25～100㎜程度　幅100㎜～400㎜程度　長さ900～4,000㎜

－

フローリング・羽目板 造作用集成材

ニドムエコ ニドムエコ：施工例

mailto:soumu@marutama-ind.com
http://www.marutama-ind.com/
mailto:biei-karamat%EF%BD%93u@bieilarchcoop.com
http://www.bieilarchcoop.com
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問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
短い定尺材料を正方形状のブロックに組み合わせたフローリングです。着色が可能ですのでオリンピックエンブ
レムの市松模様を床に演出するのに最適です。（菱形の演出も）また見切りを使用することでイベント用床として
も。

森林認証等 合法木材証明

製品名 エムエスパーケット（フローリング） 参考価格 9,800～11,900円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ15㎜×幅303㎜×長さ303㎜（受注生産で厚さ12㎜、幅243㎜×長さ243㎜も可能です）
樹種：なら、かば、いたやかえで、あさだ、ぶな
（施工は直貼り接着工法）無塗装・UV塗装【無垢】

有

問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
1964年第18回東京オリンピックで当社の製品は代々木第２体育館フロアとして採用されました。強い衝撃に耐
え、狂いの少ない品質の高さが認められ1996年にも再び採用されました。長い年月の間に出来てしまったキズ
や汚れが再度研磨することで新品のようによみがえります。

森林認証等 合法木材証明

製品名 体育館専用フローリング（無垢フローリング） 参考価格 7,200～8,800円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ15㎜/18㎜×幅75㎜/78㎜×長さ乱尺（500㎜～1,200㎜）
樹種：なら、かば、いたやかえで、あさだ、ぶな
（施工は特殊貼り又は釘打ち・接着工法）【無垢】

有

ならの例 体育館の使用例

木目方向を直角に組み合わせます 標準的な施工例

mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
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問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
西洋ではニシンの背骨の形に似ている事から"ヘリンボーン"と呼ばれ日本では杉の葉の形に似ている事から杉
綾とも。（菱形のヘリンボーンも）

森林認証等 合法木材証明

製品名 エムエスフローリング　ヘリンボーン 参考価格 16,300～20,300円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ12㎜/15㎜×幅75㎜×長さ定尺（450㎜～900㎜）
樹種：なら、かば、いたやかえで、あさだ、ぶな（直貼り及び釘打ち・接着工法）【無垢】
(受注生産品です）

有

問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
天然木だけが持つ"本物"の重厚感や立体感を感じられる高級床材です。使い込んだ年月が床板一枚一枚の
表情を変えていきます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 エムエスフローリング 参考価格 9,800～14,400円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ12㎜/15㎜×幅75㎜×長さ乱尺 無塗装
（施工は直貼り工法及び釘打ち・接着工法）
樹種：なら、かば、いたやかえで、あさだ、ぶな【無垢】

有

ならブラウン塗装品 使用例

かばのクリア塗装品 UV塗装品の施工例

mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
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問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
木材本来の良さを引き出すために長い時間をかけて行う天然乾燥（エイジング）はとても大切な要素です。長い
年月で自然についた日焼けやシミの跡をそのまま表現します。表面の仕上げは粗く、ソリや厚さムラも生かしたフ
ローリングです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ラフグレイン 参考価格 12,500～16,500円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ12㎜/15㎜×幅75㎜×長さ乱尺 無塗装（施工は直貼り工法及び釘打ち・接着工
法）
樹種：ナラ【無垢】

－

問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
熱と木材そのものの水分により（化学薬品は使用していません。北海道特許製法）、トドマツ材を55％特殊圧縮
することによって、やわらかいトドマツを広葉樹並みの硬さと耐摩耗性を付与でき、風合いも木目がくっきり浮き出
ます。受注生産品。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ圧縮木材フローリング 参考価格 25,000円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ14.5㎜×幅105㎜×長さ乱尺（1,600㎜前後中心）4辺本サネ加工・ＵＶ塗装も可（施
工は釘打ち＆接着工法）
樹種：トドマツ圧縮木材【無垢】

－

木目模様が際立ちます UV塗装品の施工例

表面の拡大写真 無塗装品の施工例

mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
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問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
エストニアデザインのフローリングです。ここでは台形状のトラペーズをご紹介します。CNCルータを使用して製造
します。受注生産となります。

森林認証等 合法木材証明

製品名 スネークフロア　トラペーズ（Snakefloors Trapeze) 参考価格 34,000円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ15㎜/18㎜×幅80㎜（短辺）、120㎜（長辺）×長さ1,200㎜
樹種：ナラ・カラマツ（施工は釘打ち・接着工法）【無垢】

－

問合せ先

松原産業株式会社

〒069-1511　夕張郡栗山町中央1丁目1番地1

0123-72-1221

0123-72-5802

y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp

http://matsubarasangyo.co.jp

製品説明
無垢遮音フローリングとして、スラブ厚さ150㎜カテゴリーⅠの⊿4等級（旧規格でLL45等級）を達成しております
ので　マンション組合様に必要な書類を用意しております。無垢の風合いをお楽しみください。無垢遮音床材とし
て特許5188341号を取得しています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 シャンティウッド(無垢遮音フローリング） 参考価格 22,000～23,500円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚さ13㎜×幅75㎜×長さ乱尺　遮音　無塗装・ＵＶ塗装も可（施工は直貼り工法）
樹種：ナラ・カバ【無垢】

有

裏面及び溝の状況 マンションの施工例（UV塗装品）

台形 セレクトショップの施工例

mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
mailto:y-yamazaki@matsubarasangyo.co.jp
http://matsubarasangyo.co.jp
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製品説明
北海道産カラマツの木目の美しさ、木材ならではの湿度調整に優れ、過ごしやすく人にやさしい環境を作り出し
ます。無垢材ならではの質感は、音の響き、光の反射などの特性に優れ、本物志向のユーザーに強く支持され
ています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ノースランドフローリング（カラマツ） 参考価格 11,100円/㎡

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：15㎜　（カラマツ）
幅：100㎜  本実加工
長：1,818/2,727/3,636㎜

－

製品説明
寒さの厳しい北海道で三十年以上の実績を積み重ねてきました。
樹種は道産カラマツのほか、アッシュ、ベイヒバを採用。高耐久の熱処理木材・ローステッドアッシュも可能です。
素材を生かした重厚なつくりは、意匠性を高めるとともに、高断熱を実現しています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 木製サッシ（道産カラマツ） 参考価格 114,000円～（回転窓/網戸付）

商品仕様

（寸法・納期等）

フィックス窓、回転窓、片開き窓、玄関ドア　納期は受注後45日が目安です。
サイズ:幅580㎜～/高480㎜～（フィックス窓/回転窓/片開き窓）
サイズ:幅980㎜×高2,200㎜（玄関ドア）　詳しくはお問い合わせ下さい。

－

問合せ先

留辺蘂木工株式会社

〒091-0023　北見市留辺蘂町旭中央28番地

0157-42-2018

0157-42-2245

northland@kitami-itc.or.jp

http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/

問合せ先

株式会社新宮商行 銭函工場

〒047-0261　小樽市銭函2丁目32番1号

0134-62-2011

0134-61-2011

zp@shingu-shoko.co.jp

http://www.shingu-shoko.co.jp/

道産カラマツ木製サッシ（回転窓タイプ） 施工例：道産カラマツ木製サッシ

mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
mailto:northland@kitami-itc.or.jp
http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/14_rubeshibe_mk/
mailto:zp@shingu-shoko.co.jp
http://www.shingu-shoko.co.jp/
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商品仕様

（寸法・納期等）

大型開口部用スクリーン。外部側アルミ、室内側木集成材のハイブリット建具。
高さ10mまで可能。吹き抜け空間に一本の方立で構成することができます。
納期は全てオーダー対応となり手配後60日から。

有

製品説明
木の持つ柔らかな温もりとアルミの持つ強靭な耐久性を組み合わせたハイブリッドファサードです。
外部側アルミ部に断熱材（ポリアミド樹脂）を嵌合。ダブル断熱システムによる高断熱を実現。
室内側が木製で美しい意匠性による快適な空間づくりが可能。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 アルタスウッド（木・アルミ複合断熱スクリーン） 参考価格 要相談

カラマツ カラマツ

製品説明
建物の外側は耐候性アルミ材、室内は北海道産天然木集成材のハイブリッドサッシです。
大開口の窓に採用することが可能で、お施主様の様々な意匠性の要望に応えることが出来ます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 高性能断熱アルミ木複合サッシ 参考価格 92,400円/㎡～

商品仕様

（寸法・納期等）

枠厚さ：60㎜　枠奥行：150～350㎜程度
枠高さ：8,000㎜以内　枠幅(1スパン)：1,800㎜以内 　樹種：カラマツ(実績)
※各寸法採用にあたっては、都度、風圧計算及び荷重計算が必要です。

－

問合せ先

株式会社ニュースト　札幌営業所

〒004-0841　札幌市清田区清田1条1丁目9番21号

011-884-7833

011-882-3871

dogasawa-t@newxt.co.jp

http://www.newxt.co.jp

問合せ先

びえいからまつ協同組合

〒071-0206　上川郡美瑛町北町3丁目363番地4

0166-92-5055

0166-92-5066

biei-karamatｓu@bieilarchcoop.com

http://www.bieilarchcoop.com

内観 外観

mailto:dogasawa-t@newxt.co.jp
mailto:dogasawa-t@newxt.co.jp
http://www.newxt.co.jp
mailto:biei-karamat%EF%BD%93u@bieilarchcoop.com
http://www.bieilarchcoop.com
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製品説明
ブラインドスラットの厚さは0.8㎜と薄い為、木目を活かしながら外光を柔らかく透過し、癒し効果が期待されます。
また特殊構造のスラットは、R形状に保持された一方で、曲げても折れにくく、元の形に戻る復元性も有していま
す。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ウッドブラインド　「レラース」 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

幅：450～1,750㎜、高さ：300～2,500㎜、（ブラインドスラットの厚さ0.8㎜）
樹種：カバ（ブラインドスラットに北海道産材を使用）
価格はサイズにより変動します。詳細は下記までお問い合わせください。
例：腰高1間窓の場合（ブラインド幅1,750㎜、高910～1,100㎜）　76,410円

－

製品説明
天井吹き込み工事専用に開発された木質繊維断熱材で、施工は吹き込み工事専門業者による責任施工となり、
専用車輌に搭載されたマシンで原綿を天井裏に吹き込みます。施工の難しい天井裏も、すみずみまで隙間なく
施工できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ウッドファイバーBL(天井用吹き込み断熱材） 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

原綿：1袋5㎏入り（外寸約500㎜×500㎜×300㎜/袋）
※施工標準密度　28kg/㎥±2㎏
樹種：北海道産針葉樹

－

問合せ先

空知単板工業株式会社 化粧合板部

〒079-1286　赤平市平岸西町3丁目12番地

0125-38-8026

0125-38-8500

stitohy@sorachitanpan.com

http://www.sorachitanpan.com/

問合せ先

株式会社木の繊維

〒059-1365　苫小牧市植苗169番地5

0144-51-8212

0144-51-8151

wood@kinoseni.com

http://www.kinoseni.com/

ウッドファイバーBL（原綿） 施工例：天井裏まで隙間なく断熱施工

ブラインドスラットの断面

（R形状を保持）

ブラインドの施工例

（透過光により木目が浮き上がります）

mailto:stitohy@sorachitanpan.com
http://www.sorachitanpan.com/
mailto:wood@kinoseni.com
http://www.kinoseni.com/
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問合せ先

株式会社アサヒ

〒003-0013　札幌市白石区中央3条5丁目7-36

011-862-3990

011-863-0355

nakayama@kk-asahi.net

製品説明
カラマツ・トドマツの三層構造で中間に吸音材があり、片面のみ吸音効果があります。音を吸音し裏側には抜けま
せん。２、３枚と必要に応じて組み合わせてパーティションとしてご使用頂けます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 吸音パネル 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：36㎜
幅：500㎜
長：2,000～2,400㎜

－

問合せ先

株式会社木の繊維

〒059-1365　苫小牧市植苗169番地5

0144-51-8212

0144-51-8151

wood@kinoseni.com

http://www.kinoseni.com/

製品説明
北海道産針葉樹を原料とした断熱材で、優れた断熱性や吸音性、適度な柔軟性を持っています。天然素材が原
料なので安全安心。公共施設での実績も多数あります。ＪＩＳ認証製品（JIS　A　9521　建築用断熱材）です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ウッドファイバーLD（木質繊維断熱材） 参考価格 1,790円/㎡（100㎜価格）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚み　50㎜/90㎜/100㎜/140㎜など、幅　400㎜/430㎜幅など
長さ　1,240㎜
樹種：北海道産針葉樹(製品はマット状)

－

ウッドファイバーＬＤ 柔軟性があり柱間にしっかり納まります

吸音パネル

吸音クロスボード

mailto:nakayama@kk-asahi.net
mailto:wood@kinoseni.com
http://www.kinoseni.com/
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問合せ先

株式会社Ｚｅｎ 三和シヤッター工業株式会社 北海道地区事業部

〒053-0006  苫小牧市新中野町2-12-17 〒060-0001　札幌市中央区北1条西10-1-26

0144-36-4848 011-231-8351

0144-36-4849 011-221-5254

info@zen-japan.co.jp

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法：幅300～1,200㎜ × 高1,800㎜ × 厚40㎜　（各種）
形状：トイレ間仕切材
樹種：道産カバ・トドマツ

－

製品説明
トイレ間仕切材に北海道産トドマツ・カラマツの間伐材や端材を原料にした,消臭・調湿機能に優れたＺＥＮＡＣ
（ゼナック）ボードを使用することにより、気になるアンモニア臭を大幅に軽減します。間仕切り表面材は北海道産
カバ突板、骨材はトドマツ材です。

森林認証等 合法木材証明

http://www.sanwa-ss.co.jp/

製品名 消臭・調湿型木製トイレブース 参考価格 要相談

問合せ先

三和ミタカ株式会社 三和シヤッター工業株式会社 北海道地区事業部

〒061-1496　恵庭市北柏木町3丁目48番 〒060-0001　札幌市中央区北1条西10-1-26

0123-39-5006 011-231-8351

0123-39-5006 011-221-5254

TOMIYAMAR@sip.sanwa-ss.co.jp

製品説明
居室やトイレの出入口に使用するバリアフリー対応の引き戸。アルミと木の複合工法で、強度の向上と木材の暖
かさを生かした建具です。骨材に道産材を使用。札幌商工会議所『北のブランド金賞』を受賞しています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 Ｍシリーズ　エコロドア 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法：幅800～1,300㎜ × 高1,800㎜ × 厚40㎜　（各種）
形状：居室、トイレなどの引き戸
樹種：道産トドマツ材など使用

－

デザイン
建物内観

トイレブース トイレブース

mailto:TOMIYAMAR@sip.sanwa-ss.co.jp
http://www.zen-japan.co.jp
http://www.sanwa-ss.co.jp/
mailto:info@zen-japan.co.jp
http://www.sanwa-ss.co.jp/
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問合せ先

株式会社Ｚｅｎ 三和シヤッター工業株式会社 北海道地区事業部

〒053-0006  苫小牧市新中野町2-12-17 〒060-0001　札幌市中央区北1条西10-1-26

0144-36-4848 011-231-8351

0144-36-4849 011-221-5254

info@zen-japan.co.jp

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法：幅2,200㎜ × 奥行400㎜ × 高1,900㎜　（各種）
形状：扉・引き出し付木製ロッカー
樹種：道産シナ・トドマツ

－

製品説明
ロッカーの背板に北海道産トドマツ・カラマツの間伐材や端材を原料にした,消臭・調湿機能に優れたＺＥＮＡＣ
（ゼナック）ボードを使用し、ロッカー収納品の消臭とともに周辺空間の空気をさわやかにします。家具材料は北
海道産シナ・トドマツを使用します。

森林認証等 合法木材証明

製品名 消臭・調湿型木製背面ロッカー 参考価格 要相談

消臭調湿型木製背面ロッカー 消臭調湿型木製背面ロッカー

http://www.zen-japan.co.jp
http://www.sanwa-ss.co.jp/
mailto:info@zen-japan.co.jp
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