
東京都 チエモク株式会社

株式会社イトーキ 株式会社中野製作所

株式会社内田洋行 株式会社ハルキ

江間忠木材株式会社 北海道木材利用推進協議会

株式会社オリバー 松原産業株式会社

株式会社キーテック 丸善木材株式会社

クネット西東京 武藤工業株式会社

大建工業株式会社 紋別木材協同組合

一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工連 青森県

帝国器材株式会社 WOOD MAKER JAPAN株式会社

有限会社東京インテリア・クラフト 三八地方森林組合

東京都森林組合 SOMA青い森

公益財団法人東京都農林水産振興財団 岩手県

東京木材市場買方組合東友会 株式会社イトーキ

東京FEC研究会 地方独立行政法人岩手県工業技術センター

一般社団法人日本インテリアコーディネーター協会 岩手県森林組合連合会

日本住宅パネル工業協同組合 岩手県木材産業協同組合

株式会社ハイブリッドホーム 岩手県木材需要拡大協議会

株式会社プラセラム 有限会社内田販売システム

フロンティアジャパン株式会社 ウッドホイールチェア二戸

株式会社文祥堂 木楽創研株式会社

北三株式会社 株式会社シオン

細田木材工業株式会社 有限会社高吟製材所

みなと森と水ネットワーク会議 株式会社玉山製材所

北海道 有限会社千葉申建具

網走西部流域森林・林業活性化協議会 有限会社マルヒ製材

網走東部流域森林・林業活性化協議会 宮城県

エステー株式会社 石巻合板工業株式会社

株式会社カンディハウス 株式会社イトーキ

KURIYAMA FURNITURE(栗山家具有限責任事業組合) クラフトショップもくもくハウス(津山木工芸品事業協同組合)

株式会社クワイアン 登米市森林管理協議会

株式会社斉藤工業所 宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会

札鶴ベニヤ株式会社 秋田県

三和シヤッター工業株式会社 秋田県木材産業協同組合連合会

下川町 秋田県建具組合連合会

昭和木材株式会社 協同組合秋田県家具工業会

有限会社瀨上製材所 大館曲げわっぱ協同組合

株式会社Ｚｅｎ 秋田杉桶樽協会

田家木材株式会社
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福島県 石川県

会津桐タンス株式会社 株式会社アルボカンパニー･MOKUMOKU工房

株式会社アサヒ研創 石川県建具協同組合

江戸川ウッドテック株式会社 石川県地域産材活性化プロジェクト

協和木材株式会社 加賀木材株式会社

株式会社光大産業 株式会社角永商店（もく遊りん）

株式会社ダイテック 金沢木材協同組合

藤寿産業株式会社 株式会社シモアラ

株式会社芳賀沼製作 株式会社ＪＨコーポレーション

福島県木材協同組合連合会 株式会社中東

藤田建設工業株式会社 鳳至木材株式会社

埼玉県 株式会社北陸リビング社

WOOD.ALC東日本普及協会 株式会社ムラモト

Ki& プロジェクト 森の窓株式会社

島﨑木材株式会社 福井県

NPO法人西川・森の市場 スタイル・オブ・ジャパン株式会社

千葉県 株式会社セルフネン

株式会社イトーキ 株式会社ナック

亀村木材株式会社 福井県木材組合連合会

株式会社キーテック 株式会社古崎

越井木材工業株式会社 株式会社マーベルコーポレーション

株式会社ソーケン製作所 美山町森林組合

企業組合千葉県森林整備協会 山梨県

千葉県木材市場協同組合｢モクイチ｣･さんぶ木楽会 上野原市地域雇用創造協議会

一般社団法人千葉県木材振興協会 元旦ビューティ工業株式会社

千葉県木材青壮年協議会 株式会社キーテック

千葉大学工学部デザイン学科 有限会社榊工業

株式会社ティ・エス・シー 株式会社サンニチ印刷

東京中央木材市場株式会社 株式会社シェア・ハピネス

株式会社山二建具 スナンタ製作所

神奈川県 株式会社中村製材所

厚木市森林組合 有限会社古屋製材所

伊勢原市森林組合 株式会社モック犬橋

株式会社市川屋 フォレスト津久井製材工場 やまなし水源地ブランド推進協議会

Ｍデザインクラフツ株式会社 やまなし森の紙推進協議会

かながわ森林・林材業活性化協議会 ログクラフト事業協同組合

一般社団法人さがみ湖 森･モノづくり研究所

日本木槽木管株式会社

堀内ウッドクラフト

諸戸林業株式会社

2



ＷＯＯＤコレクション（モクコレ）2018 出展者一覧（五十音順）

長野県 静岡県木材協同組合連合会

社会福祉法人アンサンブル会 静岡木材業協同組合

株式会社木曽アルテック社 株式会社Ｊ・ウッド

齋藤木材工業株式会社 株式会社鈴三材木店

酒井産業株式会社 株式会社中部メンテナンス

征矢野建材株式会社 デジタルファブリケーション株式会社

信州木材認証製品センター 株式会社ノダ

長野県産材販路開拓協議会 浜松市･天竜材水平連携協議会･天竜林材業振興協議会

株式会社ニュースト ひのき屋

根羽村森林組合 株式会社Bb Wood Japan

株式会社山崎屋木工製作所 フジヒノキメイド有限責任事業組合

林友ハウス工業株式会社 丸天星工業株式会社

岐阜県 愛知県

Arts craft japan 愛知県産材認証機構

株式会社エスウッド 株式会社桜屋

岐恵木工・吉田 株式会社杉生

岐阜県森林組合連合会 不二木材工業株式会社

ぎふ性能表示材認証センター 三重県

桑原木材株式会社 WOOD LOVER'S (なかの材木株式会社）

後藤木材株式会社 株式会社オオコーチ

篠田株式会社 有限会社小川耕太郎∞百合子社

親和木材工業株式会社 東紀州・尾鷲ひのきの会

セブン工業株式会社 松阪木材株式会社

協同組合東濃地域木材流通センター 三重県木材協同組合連合会

株式会社トーホー 京都府

中津川･白川･東白川地域林業成長産業化推進協議会 KUKU・株式会社福田工務店

飛騨産業株式会社 KYOTANGO-WWP(京丹後ウッドワークパートナー)

飛騨高山森林組合 NPO法人京都くらし方研究会

本庄工業株式会社 京都市

株式会社丸七ヒダ川ウッド 辻井木材株式会社

ヤマガタヤ産業株式会社 株式会社溝川

ヤマコー株式会社 兵庫県

静岡県 木づかい推進協議会

株式会社イトーキ 木原木材店

オールスタッフ株式会社 上月ウディックス株式会社

影山木材株式会社 株式会社しそうの森の木

鹿島木材株式会社 正垣木材株式会社

株式会社きんぱら 東亜林業株式会社

雑貨とお仏壇なごみや 兵庫県木材利用技術研究会

佐藤工業株式会社 株式会社木栄
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奈良県 株式会社ビッグウィル

黒滝村 有限会社平井製材所 

【753FURNITURE】by 株式会社 和 株式会社山城もくもく

森庄銘木産業株式会社 吉野川(三好)流域林業活性化センター

和歌山県 香川県

川口建設株式会社 香川県アースリィウッド協同組合

有限会社嶋本木工所 香川県家具商工業協同組合

有限会社白樫木材 香川県産木材認証制度運営協議会

株式会社伸栄木材 一般社団法人香川県木材協会

G.WORKS 愛媛県

田辺市中辺路木材加工場 株式会社瓜守材木店

有限会社チェンソーアート・ジャパン 宇和国産材加工協同組合

株式会社丸紀 愛媛県産材製品市場開拓協議会

丸紀木材工業株式会社 愛媛県森林組合連合会

株式会社山長商店 一般社団法人愛媛県木材協会

龍神村森林組合 愛媛県林材業振興会議

島根県 愛媛ドライウッド株式会社

飯石森林組合 愛媛林産商事株式会社

株式会社出雲木材市場 菊地木材株式会社

隠岐島木材業製材業協同組合 久万広域森林組合

公益財団法人島根県西部山村振興財団 河野興産株式会社

株式会社松栄銘木 株式会社サイプレス・スナダヤ

有限会社石東林業商会 有限会社成瀬製材所

有限会社日高林産 株式会社日野相互製材所

渡部製材所 有限会社マルヨシ

岡山県 八幡浜官材協同組合

株式会社イマガワ 高知県

院庄林業株式会社 株式会社イータスインザルーム 

株式会社ウッディヨネダ 株式会社井筒屋 

一般社団法人岡山県木材組合連合会 高知県木製品工業連合協同組合

株式会社佐田建美 土佐材流通促進協議会    

株式会社津山銘木 株式会社土佐龍

有限会社原田製材所 有限会社戸田商行

徳島県 福岡県

大利木材株式会社 株式会社ウエキ産業

つちかべ花店 九州木材工業株式会社

徳島県木材協同組合連合会 株式会社トイップエシマ

那賀川すぎ共販協同組合 株式会社フィールドソリューション

那賀川林材工業協同組合 株式会社丸仙工業

有限会社中野製材所
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熊本県 全国団体

くまもと県産森林認証材供給協議会 一般社団法人全国ＬＶＬ協会

一般社団法人熊本県木材協会連合会 全国森林組合連合会

日進防火板工業株式会社 一般社団法人全国建具組合連合会

有限会社森商事 全国木材協同組合連合会

大分県 一般社団法人全国木材組合連合会

青栁インテリア株式会社 日本合板工業組合連合会

株式会社アサヒ 一般社団法人日本ＣＬＴ協会

池見林産工業株式会社 日本集成材工業協同組合

有限会社カネサダ横尾木工所 森を育む紙製飲料容器普及協議会

株式会社新象

株式会社新和産業 計３２４者

株式会社トライ・ウッド

日東木工株式会社

ベストリビング株式会社

ヤハタ木工有限会社

宮崎県

ウッドエナジー協同組合

海野建設株式会社

有限会社ギフトハウスマエダ

けいかお

株式会社サンセラ

株式会社高嶺木材

株式会社日東

有限会社丸満産業

宮崎県木材利用技術センター

ヤマワ木材株式会社

沖縄県

うりぼう

企業組合キンモク

国頭村森林組合

ＧＲＡＩＮ

工房 島変木

株式会社スマパノ

株式会社プルーム

やんばるクラフト生産普及組合
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