
種別 区分

アイカ工業(株)　 大和ハウス工業(株)

旭化成建材(株)　 ダウ化工(株)　

旭化成ホームズ(株)　 (株)竹中工務店　

伊藤組土建(株) 田島ルーフィング(株)

伊藤忠建材(株) (株)タナカ

院庄林業(株) 中国木材(株)

(株)ウッドワン ナイス(株)

永大産業(株) ナカザワ建販(株)

ＳＭＢ建材(株) ニチハ(株)

(株)オーシカ (株)日新　

共立建設(株)　 日本住宅パネル工業(協)

ケイミュー(株) パナソニックホームズ(株)

(株)構造計画研究所 阪和興業(株)

(株)鴻池組 (株)ヒノキヤグループ

光洋産業(株)　 フクビ化学工業(株)

越井木材工業(株) 物林(株)　

コンドーテック(株)　 (株)北洲　

(株)ザイエンス　 松尾建設(株)

三協立山(株)三協アルミ社　 丸彦渡辺建設(株)

清水建設(株) ミサワホーム(株)　

ジャパン建材(株) 三井住友建設(株)

城東テクノ(株) 　 三井ホーム(株)

スターツCAM(株)　 三井ホームコンポーネント(株)

住友林業(株) 三菱地所(株)　

積水ハウス(株) 宮坂建設工業(株)　

セルコホーム(株) 銘建工業(株)

双日建材(株) 吉野石膏(株)

大建工業(株) (株)吉銘

大成建設(株) ライフデザイン・カバヤ(株)

大東建託(株) (株)レオパレス21　
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種別 区分

会津土建(株) (株)太平製作所　

秋田グルーラム(株) (株)ダイロック

秋山建設(株) 大和不動産(株)　

アサヒグローバル(株) タカヤマ金属工業(株)

阿部建設(株) (株)中東　

(株)アントール　 藤寿産業(株)

伊藤建友(株) 東洋建設(株)　

ウッドエナジー(協) (株)トーアエンジニアリング

(株)ウンノハウス　 トキワランバテック(株)

(株)エヌ・シー・エヌ 栃木県集成材協業組合

愛媛プレカット(株)　 （株）鳥取ＣＬＴ

大森木材(株) トリスミ集成材(株)

(株)オノツカ 日木産業(株)

(協)オホーツクウッドピア ネットイーグル(株)

(株)加藤工務店 (株)ハウゼコ

(株)門脇木材 (株)長谷萬

(株)カネト パナソニックアーキスケルトンデザイン(株)

菅野建設(株) 原田木材(株)

キプロ(株) BXカネシン(株)

協立エアテック(株)　 BX西山鉄網(株)　

協和木材(株) (株)東本建設　

(株)久我 (株)ビルドアート

KLHマッシブホルツ(有) 広石産業(株)

けせんプレカット事業(協)　 藤崎建設工業(株)　

県央木材(協) 藤田建設工業(株)

(株)構造システム (株)洞口

国分木材工業(株) (株)桝忠銘木店

近藤建設(株) 松阪木材(株)

齋藤木材工業(株) マツシマ林工(株)

(株)サイプレス・スナダヤ 丸紀木材工業(株)

(株)サカワ (株)三崎組

(株)櫻井 宮川工機(株)

(株)三東工業社 都城木材(株)

三王ハウジング(株)　 (株)宮盛

三和コンクリート工業(株)　 (株)ミヨシ産業

(株)シェルター 森田建設(株)　

(株)志田材木店 ヤブモト工業(株)

シネジック(株) 山木工業(株)　

上越木材興業(株) 山佐木材(株)

(株)伸栄木材 (株)山長商店

(株)新庄・鈴木・柴田組 (有)山二商會　

(株)翠豊　 山菱工業(株)

(株)スカイ (株)ヤマムラ　

(株)鈴工 ㈱ユニバーサルホーム　☆

(株)ストローグ 吉村建設工業(株)

装建工業(株) ラミネート・ラボ(株)

西北プライウッド(株)　 ランバー宮崎(協)

(株)大紀　 (株)渡辺組 

(株)ダイテック　
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(有)アーキテック (有)ティー・イー・コンサルティング

(株)アレックス (株)ティ・シー・シー

(株)イトイグループホールディングス 中宏文建築設計事務所

ウルトジャパン(株) 中越建築設計事務所　

(有)エー・アール・ネット (株)納屋

エーピーエヌ設計(株)　 (株)Forest Crew

㈱遠藤建築アトリエ フンデガー(株)

(株)小川建築設計 (株)まぎし建築設計事務所

小野産業(株)　 (株)三井ホームデザイン研究所

(株)和工務店 (株)恵

(株)木構研 (株)メドックス

木村建造(株)　 YASU一級建築士事務所

キムテック(株) (株)山口設計

(株)キャス企画設計 山本構造設計事務所　

グローバルジャパン(株) (株)ユー建築工房・木工法研究所

(一社)群馬県勤労者住宅土地情報支援機構 (株)吉高綜合設計　

(株)翔建築設計事務所 (株)ＬＡＬＡＨＯＭＥ　

合同会社Sen　 (有)ル・ポン　

(有)館設計 Rothoblaas

(株)中央設計 (有)ろふと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆印：新規会員
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(株)アールシーコア DKSHジャパン(株)　

アメリカ針葉樹協議会　 東京木場製材(協)　

池田興業(株)　 (協)東濃地域木材流通センター

イビケン(株) なかむら建設(株)　

(株)インテリジェンス・ネットワーク 日鐵住金建材(株)　

(株)江間忠ホールディングス　 日本ERI(株)　

オーアイ・イノベーション(株) (公財)日本住宅･木材技術センター

大阪ガスケミカル(株)　 日本接着剤工業会　

大谷塗料(株) (一社)日本ツーバイフォー建築協会

沖機械(株) 日本データーサービス(株)

オスモ＆エーデル(株) (一社)日本木造住宅産業協会

開成工業(株)　　 (株)HIGASHINO

金沢木材(協)　 ヒノキブン(株)

兼松サステック(株) 兵庫県木材業(協)連合会県産木材供給部会

(株)キーテック　 平賀運送(株)　

キクカワエンタープライズ(株) (株)フェニックスホーム

グランヴァン(株)　 福島県木材(協)連合会　　

(株)ケンタツ　 (株)フクモト　

(株)建築構造センター　 (株)ベクトル・ジャパン

(株)Kouji 松栄建設(株)

国産材製材協会 (株)ミサワホーム総合研究所

コニシ(株) 結屋(株)

(株)J-ケミカル (株)木栄

常磐開発(株) (株)ヤマゲン

新日鉄住金エンジニアリング(株) (株)山西

(株)スターエム　　 山本ビニター(株)

セブン工業(株) (株)ユニオングローバルソリューション　

センクシア(株) ラック(株)　

大日本木材防腐(株) 和信化学工業(株)

DIC北日本ポリマ(株)

公立大学法人秋田県立大学　木材高度加工研究所

秋田大学　理工土木　環境構造工学研究室

岸和田健老大学

芝浦工業大学工学部建築工学科

信州大学農学部　

崇城大学工学部建築学科・林研究室　

第一工業大学

東京工業大学　坂田研究室

東京理科大学　宮津研究室

東北大学大学院　工学研究科都市・建築学専攻　前田研究室　

日本工業大学 建築学科 木質構造研究室 (那須研究室)　　

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院・河端研究室 

早稲田大学　理工学研究所
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（名称都道府県順）

北海道　水産林務部　林務局　林業木材課

地方独立行政法人北海道立総合研究機構　森林研究本部　林産試験場

岩手県　農林水産部　林業振興課　

岩手県住田町議会

岩手県林業技術センター

宮城県　農林水産部　林業振興課

秋田県　農林水産部　林業木材産業課

秋田県大館市役所　

秋田県男鹿市役所

秋田県能代市　環境産業部　林業木材振興課

秋田県上小阿仁村　

山形県　農林水産部

山形県最上町役場　

福島県　農林水産部　林業振興課

福島県会津若松市　

福島県いわき市役所　

福島県河沼郡湯川村役場

栃木県大田原市役所

栃木県鹿沼市役所　

栃木県茂木町

群馬県　環境森林部　林業振興課　

千葉県　農林水産部　森林課

神奈川県松田町役場

新潟県　農林水産部　林政課　

富山県　農林水産部　森林政策課

石川県　農林水産部　森林管理課　

石川県能登町　

福井県　農林水産部　県産材活用課

山梨県　森林環境部　林業振興課　

長野県松川町役場

長野県林業総合センター　

岐阜県　林政部　県産材流通課

岐阜県白川町役場　農林課　

静岡県　経済産業部　森林林業局　林業振興課

静岡県　交通基盤部　建設支援局

静岡県浜松市

愛知県　農林水産部　農林基盤局　林務課　

愛知県東栄町役場　

三重県　農林水産部　森林･林業経営課

三重県林業研究所

滋賀県　琵琶湖環境部　森林政策課　

滋賀県甲賀市

京都府　農林水産部　林務課

京都市　産業観光局　農林振興室　林業振興課　

京都府南丹市 

兵庫県　農林水産部　農林水産局　林務課　　

兵庫県神戸市　住宅都市局　建築技術部　技術管理課

兵庫県立農林水産技術総合センター　森林林業技術センター

奈良県　農林部　奈良の木ブランド課　

奈良県桜井市役所

奈良県森林技術センター

和歌山県　農林水産部　森林林業局　林業振興課

和歌山県林業試験場　

鳥取県　農林水産部　森林・林業振興局　県産材・林産振興課

鳥取県林業試験場

島根県　林業課　木材振興室

種別 名称

特
別
賛
助
会
員

行
政

(78)

5 / 6 



岡山県　農林水産部　林政課

岡山県真庭市役所

広島県　農林水産局　林業課

広島県立総合技術研究所　林業技術センター

徳島県　農林水産部　林業戦略課　新次元プロジェクト推進室

香川県　環境森林部　みどり整備課

愛媛県　農林水産部　林業政策課　

愛媛県西条市

高知県　林業振興・環境部　木材産業推進課

高知県本山町　

福岡県　農林水産部　林業振興課　　

長崎県　農林部　林政課

長崎県対馬市役所　

熊本県　農林水産部　森林局　林業振興課

熊本県林業研究指導所

大分県庁　林産振興室

大分県農林水産研究指導センター　林業研究部

宮崎県　環境森林部　山村・木材振興課

宮崎県木材利用技術センター

鹿児島県　環境林務部　かごしま材振興課

鹿児島県工業技術センター

SMX PTE. LTD. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆印：新規会員
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