
2012 年 今年は2会場で開催

8/31 金

9/ 1 土

13:30~17:00 

13:30~17:00 

＠マイドームおおさか

＠アストラーレ名駅

（〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号 地下鉄堺筋本町駅徒歩7分） 

（〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目41-10 アストラーレ名駅4F 名古屋駅徒歩5分） 

大阪 

名古屋 

    国産(地域)材って実際どうなの!?最新加工・新商品を知りたい。 

    林業産地と、施主向けのファンづくりを共にしてみたい！ 

    安心・信頼してお付き合いできる優良産地と出会いたい！ 

    伝統建築・本格和室にも対応できるメーカーを探している。 

    地元材(補助金県産材）だけで建てる家に限界を感じている・・・ 

こんな方は、ぜひ！！ 

 
懇親会♪ 

 
 

セミナーの後はもちろん、産地・来場者の
皆様と食事を囲む懇親会へ。もっともっと、
産地に近づく！ 

 
産地プレゼン 

 
 
 

産地情報満載のパネル展示コーナー、産
地からのプレゼンテーションで、産地の顔
が見える、商品がわかる！ 

事
務
局 

〒532-0011  

大阪府大阪市淀川区西中島5-6-13 

新大阪御幸ビル 6F 

TEL: 06-7878-6376 / FAX: 06-7878-6326 

MAIL: info@chiikino.jp 

http://chiikino.jp/ 

地域材、自然素材を売りにしてきたけど、いま一歩、他社と差別化できていない・・・ 
そんな工務店・設計者・リフォーム会社・木材流通業の皆様に是非！！ 

日本の元気な木材産地、小さなメーカーが主役の2日間!! 

㈱古川ちいきの総合研究所とは 
地域と森林・林業・木材のトータルデザイン
＆実践型ビジネスパートナーとして、川上～
川下の経営コンサルティングを手掛ける。 

 

各回 

先着 

（1社3名様まで） 

 
業界最新情報 
ミニセミナー 

 

 
事務局による、林業・木材業界最新情報
のミニセミナー付！国産材を仕入れるメ
リット・リスクも丸わかり！ 

料金後納 

ゆうメール 

 

～本企画の３つの特徴～ 
１．大手メーカーの「おまけ」ではなく、地域材産地が主役。「生」の情報満載！ 
２．即仕入れのための商品の品質、価格、納期、仕入れメリットまでご説明！ 
３．商品だけでなく産地の情報、美味しい・楽しい「お土産」もあります！ 

さらに詳しい情報は中面へ！

『東濃材』しか扱いません！ 

岐阜県東白川村 

東濃杉・東濃桧 
株式会社 山共 

田口房国      fusakuni 

重要文化財から一般住宅まで 

三重県名張市・伊賀市 

こだわりの逸品桧 
株式会社 丸栄製材所 

熊野の森から、やさしさをあなたへ 

三重県熊野市 

熊野杉・熊野桧 
野地木材工業 株式会社 

野地伸卓     nozimoku 

三重
熊野

伝統技術で仕上げた極上の磨き丸太 

京都府京都市 

「本仕込」北山丸太 
中源 株式会社 

京都
北山 富士山麓の森から“幸せ”つむぐ 

静岡県静岡市 

富士山麓 駿河桧 
影山木材 株式会社 

影山秀樹     kagemoku 

静岡
富士山麓

当日来場の方に 
特典プレゼント!! 

国産材・地域材 

  

中国山地から選りすぐりの木を 

島根県大田市 

山陰の地松 
竹下木材 有限会社 

竹下哲史    tetsufumi123 

出雲
石見

一千年、二千年、変わらぬ価値がある。 

和歌山県高野町 

高野杉（高野霊木） 
高野霊木関連事業者  

koyareiboku 

高野山

8/31大阪会場のみ 
伊賀
上野

★色々な納材（施工）事例がいっぱい！ ★地域型ブランド化住宅 の新しいキヅナづくりに！ 
構造材、下地材、羽柄材、内装材、FSC森林認証材、長尺材、天板、特殊材、丸棒円柱、磨丸太まで全て揃う！ 

ドアを開けると、そこは森の中。 

高知県嶺北地域 

土佐嶺北材 
ばうむ合同会社 

藤川豊文    井上将太 

土佐
嶺北

～CONCEPT～ 
 国内林業・木材業が長らく低迷を続ける一方で、想いある産地が木材の素材力・加工力・サービス力を高め、地域材を積極的にお客様へお届けする
ことに取り組む、新たな国産材時代が始まっています。本セミナーでは、元気な産地と元気な流通業・工務店を結び、国産材流通を活発化することで、
お客様の満足と日本林業の発展に貢献することを目指します。  

足元からくらしを変えるリノベーション 

岡山県西粟倉村 

粟倉杉・粟倉桧 
株式会社 西粟倉・森の学校 

ニシアワー    nishihour 

8/31大阪会場のみ 岡山
西粟倉

丸棒・円柱加工の専門店 

兵庫県多可町 

丸棒・丸柱加工 
木原木材店 

（北はりま小径木加工センター） 

兵庫
播州

東濃
東白川



申込み締切： 8/24(金) 各回定員：先着48名様!! 

第２回  8/31    - 9/1  企画内容 

   ふりがな 

①氏名 

TEL FAX 

ご住所   E-Mail 

ふりがな 

貴社名 

ご記入いただいた住所やE-Mailアドレス等に、事務連絡のほか、株式会社古川ちいきの総合研究所より各種ご案内(商品・サービス・セミナー等)をさせていただく場合がございます。
お客様の承諾なく、お客様の個人情報が第三者に開示・提供されることはありません。  

お申込みはFAXまたはMAILから！ 
[FAX] 下記全てにご記入のうえこのまま送信して下さい 

FAX:06-7878-6326 

〒 

※参加者は1社あたり3名様までとさせていただきます。※参加費・懇親会費ともに当日支払いです。お釣りのなきようご用意願います。 

info@chiikino.jp 

■第1講座： 本企画の趣旨説明・ご挨拶 
13:30~13:40 

■第2講座： 産地からの15分プレゼンテーション 
13:40~16:25 

■第3講座： 木材業界の最新情報 
16:25~16:40 

中国山地から選りすぐりの木を 

竹下木材 有限会社 
〒694-0053  

島根県大田市鳥井町鳥越413-4 

TEL: 085-482-0353(代表) 

FAX: 085-482-1905 

tetsu@takeshitamokuzai.jp 

http://www.takeshitamokuzai.jp/ 

 

担当：竹下哲史 

 

「中国山地から、 

選りすぐりの最高の 

地松をお届けします！！」 

懇親会： 会場近くで懇親会を開催します。交流の場としてご活用ください。 

参加費：1会場・1名 2,000円(税込) / 懇親会費：1回3,000円(税込) お申込みは今スグ！ 【プレゼンター 古川大輔】 
㈱古川ちいきの総合研究所代表。林業・木材・
建築業のマーケティングスペシャリスト。 

足元からくらしを変えるリノベーション 

株式会社  

西粟倉・森の学校 
〒707-0503  

岡山県英田郡西粟倉村影石895 

TEL: 0120-172-480 

FAX: 085-482-1905 

info@nishihour.jp 

http://nishihour.jp/ 

 

担当：井上達哉 
 

「ニシアワーな生活 

を提案しています。 

一度村へ遊びに 

来てください！」 

ここ西粟倉村から、お客様にさ
まざまな木製品とともに「森と
のつながり」をご提案していま
す。村と都会がつながる新たな
市場づくり、心の絆づくりを目
指して、より「身近な材木屋」と
して木の空間をご提案します。 

セミナー会場 

産地からの発表 

懇親会 

昨年度の様子 
～参加者の声～ 

産地からのプレゼンが、 

面白過ぎ!! 

産地とぜひ 

お付き合いしたい。 

「東濃材」しか扱いません！ 伝統技術で仕上げた極上の磨き丸太 

熊野の森から、やさしさをあなたへ。 富士山麓の森から“幸せ”つむぐ。 重要文化財から一般住宅まで ドアを開けると、そこは森の中。 一千年、二千年、変わらぬ価値がある。 

株式会社 山共 
〒509-1301  

岐阜県加茂郡東白川村越原 

976番地10 

TEL: 057-478-2516  

FAX: 057-478-2236 

f.taguchi@yamakyo.com 

http://www.yamakyo.com/ 

 

担当：田口房国 

 

「東濃材の３点 

盛り合わせや～！」 

中源 株式会社 
〒601-0122  

京都市北区中川北山町９７ 

TEL: 075-406-2025 

FAX: 075-406-2337 

info@nakagen.co.jp 

http://nakagen.jp 

 

担当：中田治 

 

「600年の伝統を 

 感じてください。」 

中国山地の朝霧が育んだ地松
は強度に優れ、耐久性やその
粘り強さから日本建築の伝統
を支えてきました。神々の宿る
国、島根県で地松一筋にこだ
わり抜いた竹下木材が、森か
ら空間へと繋げます。 

東濃材の質の高さは、今さら
説明の必要がないくらいです。
木材を見ながら神宮備林見学
ツアー、地歌舞伎観覧、キャン
プ場代行予約など、遠くて近い
東濃地域を、お施主様と一緒
に巡るチャンス！ 

600年の歴史を持つ北山林業

地域で、伝統の伐採技術「本
仕込」を復活させ、北山丸太の
色艶と割れにくさを最大限まで
高めた丸太をお届けします。普
通の方法との差は一目瞭然！
一度触れてみてください。 

ばうむ 合同会社 
〒781-3601 

高知県長岡郡本山町助藤1372 

(吉野川リビング協同組合内) 

TEL: 0887-76-3355       

FAX: 0887-76-3365  

info@baum-llc.com 

http://www.baum-llc.com/ 

 

担当：藤川豊文 

 

「私らぁの町の山、 

 遊びがてら 

 見にきいや！」 

㈱古川ちいきの総合研究所【販売】 
高野山寺領森林組合【施業管理】 

〒648-0211 

和歌山県伊都郡高野町 

高野山45-17 

info@koya-reiboku.jp 

http://chiikino.jp/koyareiboku/ 
 

担当：高野霊木関連事業者  
 

「高野山は、宗教環境としての 

エリアというだけでなく、様々な 

生き物がいる自然の宝庫です。 

そんな特別な森林のお話をお 

聴きください。」 

高野山真言宗総本山金剛峯寺
の山林から伐り出された、高野
霊木（高野材）をお届けします。
1,200年の歴史ある高野山で

育った、パワーある木材を、床
柱やお部屋の四隅の結界とし
て、ぜひご利用ください。 

野地木材工業株式会社 

〒519-4324 

三重県熊野市井戸町4185-18 

TEL: 0597-85-2485       

FAX: 0597-85-4056 

nobutaka@nozimoku.co.jp 

http://www.nozimoku.co.jp// 
 

担当：野地伸卓 
 

「エンドユーザーにとっ 

て価値ある木材とは。 

熊野という、ド田舎から 

価値あるご提案をさせ 

て頂きます。」 

影山木材 株式会社 
〒420-0006  

静岡県静岡市葵区若松町103 

TEL: 054-271-1538 

FAX: 054-251-5163 

 

http://kagemoku.co.jp// 

 

担当：影山秀樹 

 

「富士の国から 

 自然の恵みを 

 お届けします。」 

株式会社 丸栄製材所 
〒518-0612 

三重県名張市下小波田1461-3 

TEL: 0595-65-3265  

FAX: 0595-65-2681 

info@maruei-seizai.com 

http://www.maruei-seizai.com/ 

 

担当：宮脇昌弘 

 

「スギも 

 扱っていますが 

 ヒノキの美しさに 

 見とれてください」 

「土佐の吉野」ともいわれる良
材が育つ、土佐嶺北で育った
杉・桧をお届けします。木製の
オーダー家具、小物製作もお
任せください。豊かな水にも恵
まれた地域の魅力とともに、土
佐の森から家づくりと「くらし」づ
くりを提案します。 

三重県の熊野地方から紀伊山
地にかけては日本最古の書物
「古事記」において「木の国」と
呼ばれておりました。神話の時
代から木材と共に時代を歩ん
できた熊野。そんな太古から伝
わる森の恵みを、一人でも多く
の人にお届けし、格別な幸せを
感じてもらいたいのです。 
 

駿河桧の森に恵まれた富士山
の麓で、みなさまに「木材」を通
した「幸せ」をお届けすることを
目指しています。自慢の特殊
加工「４面スリット」材と木材に
優しい中温蒸気乾燥、そして 
最新のヤング率計測で住宅の
安全と安心の実現をお手伝い
致します。 

桧を知り尽くし、木の一本一本
に名前をつけるほど、とことん
こだわっています。一般住宅用
の構造材から社寺・文化財用
の材料まで、幅広く在庫を揃え
てお待ちしています。桧のこと
なら、何でもご相談ください！ 

産地からのお土産 

もっと 

聞きたい！ 

現地に 
行ってみたくなった。 

丸棒・丸柱・円柱加工の『専門店』 

木原木材店 
〒679-1211  

兵庫県多可郡多可町加美区 

寺内88番地 

TEL: 0795-35-0516 

FAX: 0795-35-0269 

info@kihara-wood.jp 

http://www.kihara-wood.jp/ 

 

担当：木原正則 

 

「自称『間伐材ﾏｲｽﾀｰ』 
 ブログもあります。」 

「丸棒加工機」４台を所有し、小
径木から大径木までの「丸柱・
円柱加工」が可能です。土木
用木材だけでなく、建築用・社
寺用の加工も行っています。丸
棒加工のことなら、おまかせく
ださい！ 

ブース展示 

□大阪会場 (8/31) 

□名古屋会場 (9/1) 

懇親会も参加 

懇親会も参加 

※参加をご希望する日程にチェックしてください。 

    「ニシアワー」と「丸栄製材所」は 大阪会場のみのプレゼンとなります。 

□ 

□ 

品質担保あり、 

価格がオープンで 

good！ 

一日聞いていても 

飽きないです。 

   ふりがな 

②氏名 

   ふりがな 

③氏名 

1
社
3
名
様
ま
で 

役職 

役職 

役職 

業種 

□工務店     □設計事務所  

□木材流通   □その他 

※当てはまるものにチェックしてください。 

17:00~19:00 


