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生　産　者 取扱製品とその特徴 施　工　例 

取扱製品とその特徴 生　産　者 

２．高耐久性木材（エステックウッド） 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉，桧の注文製材） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・出来る限り防カビ等の薬剤処理をしない。 
・前処理としての天然乾燥や仕上げ製材を行う。 

株式会社岩渕製材所 
 
住所：登米市東和町米川字飯土井５－１ 
ＴＥＬ：0220－45－2134 
ＦＡＸ：0220－45－1215

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉の一般建築用材全て） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・防腐，防カビ処理の必要がないように原木での天然
乾燥及び製品での天然・人工乾燥 

株式会社佐藤製材所 
 
住所：登米市津山町柳津字谷木１８７－１ 
ＴＥＬ：0225－68－2203 
ＦＡＸ：0225－68－2360

＜主な取扱品目＞ 
・下地材（羽柄材全般） 
・内装材（羽目板） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・安定した品質のものを量産可能 
・燻煙乾燥材 

鈴寛木材株式会社 
 
住所：石巻市和渕字梨木畑１２ 
ＴＥＬ：0225－72－2211 
ＦＡＸ：0225－72－2213

＜主な取扱品目＞ 
・構造材（杉，赤松） 
・内装材（杉羽目板，赤松フローリング，広葉樹羽目板，
広葉樹フローリング） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・天然乾燥（２ヶ月）後，人工乾燥 

株式会社山武 
 
住所：栗原市鶯沢袋島巡４４－１ 
ＴＥＬ：0228－55－2121 
ＦＡＸ：0228－55－2556 
http://www.yamatake-house.com

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・内装材（羽目板，フローリング等） 
・外装材（外壁材，ログパネル等） 
・造作材　・下地材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・原木の質から吟味し，良い材を高精度で生産 
・天然乾燥，人工乾燥 

丸平木材株式会社 
 
住所：南三陸町志津川字大森３０－１ 
ＴＥＬ：0226－46－3113 
ＦＡＸ：0226－46－5844

＜主な取扱品目＞ 
　・内装用　・風呂　・エクステリア（野外用品）　・車椅子 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
　木材に熱と圧力を同時にかけ，薬品を使用せず木材の耐久性や寸法の安定性
を向上させた製品です。 

エステックウッド株式会社 
住所：仙台市青葉区上杉３－３－１６  SAビル５F 
ＴＥＬ：022－223－3400 
http://www.s-tw.com

宮  城  県 
平成１８年３月作成 

このパンフレットは「古紙配合率１００％再生紙」「植物大豆油インキ」を使用しています。 
このパンフレットは、５,０００部作成し、一部当たりの印刷単価は３９円です。 

● お問い合せ先  ● 

宮城県産業経済部林業振興課 
〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 
 ＴＥＬ：０２２－２１１－２９１２ 
 ＦＡＸ：０２２－２１１－２９１９ 

 ホームページ： http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/ 
 E-mail: rinsin@pref.miyagi.jp
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　このように木材は豊かな特性をたくさん持っていますが，特に地域材は，その地域の
気候風土になじんだ素晴らしい素材であり，これらの特性が最も発揮されるものです。 
　また，地域材を使うことは，森の手入れを進め，豊かな水を育むなどの森の恵みをよ
り一層引き立てることにつながります。 

木には不思議な魅力があり，誰もがほっとするぬくもりを感じます。 
いつの時代にも木が好まれるのは，他の素材にはない木だけがもつ「やさしさ」があるからでは
ないでしょうか。 
この，木のもつ「やさしさ」は，森林からの贈りものです。 

も  り 

　木は，湿気が多いとき
は水分を吸い，乾燥する
ときは水分を出して，湿
度を調節しています。 

○木は調湿性能を持っています 

　森林浴をしたり，木に
触れ，香りを感じること
で自然を感じ，リラックス
することができます。また，
木の模様（木目）も人に
安らぎを与えます。 

○木には，癒しの効果があります 

　例えば，木の床はコン
クリート床と比べて温か
みを感じます。また，カ
ーペットの床と比べても，
ダニなどの発生が少な
く安心です。 

○木は断熱効果があります 

○木は炭素の保管庫の役割をします 
　木は成長するときに，空
気中の二酸化炭素を取り
込んで，構成成分として体（樹
幹）にためます。木材を住
宅にしたり，材として使うこ
とは，森林で固定された二
酸化炭素を保管しているこ
とになり，地球温暖化防止
に役立ちます。 

○木は再生産可能な資源です 
　木は，伐って植えることに
より再生産可能な循環型資
源です。 
　また，木材は他の建築資
材と比べると製造エネルギ
ーが少なく，最終的に燃焼
させたとしてもそのエネル
ギーを燃料として活用する
ことができます。 
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栗原市立鶯沢小学校 
　地元のスギ材等を利用した木製机・椅子
を導入しました。木のぬくもりを感じ，勉
強もはかどります。 

七ヶ宿町立湯原小学校 
　木材の特徴である節もデザインの一つと
考え，壁面に利用しました。スギの心地よ
い香りにつつまれて，読書会や地域の方々
との交流活動などが催されています。 

みやぎ木のやすらぎ空間確保対策事業 
（市町村振興総合補助金メニュー） 

　宮城県では，みなさんに安心・安全なやすらぎの空間を提供するため，市町村における
公共施設の木造モデル施工や木製品の導入に対して助成を行う「みやぎ木のやすらぎ空間
確保対策事業」を実施しています。 
 
実施主体：市町村 
要件１　木材の特性を活かしたモデル施工としての工夫がなされていること 
　　２　木材の良さ・地域材利用の意義等がアピールされ，波及効果が期待できること 
　　３　地域で生産されている品質や性能の明確な木材・製材品（宮城県推奨材等）を使 
　　　　用していること 
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３．宮城県認定リサイクル製品 

製品名・写真 製品特徴・製造者 製品名・写真 製品特徴・製造者 

安全性への配慮がされてあり，ＪＩＳ規格等に適合している，宮城県認定の優れたリサイクル製品です。
（参考：http://www.pref.miyagi.jp/sigen/nintei/newpage1.htm） 

※本資料は平成１８年３月現在のものです。追加になった製品等があれば，林業振興課ホームページで随時紹介していきます。 

木材は 
人と環境にやさしい 
天然素材 デスク甲板、 

テーブル甲板 
（杉集成ボード棚板用） 

・接着剤は安全性が高いものを採用し、
安全で環境に配慮した製品 

・椅子の座面等にも活用可能 
 
 
 
 
 
くりこま杉協同組合 
ＴＥＬ：０２２８－５５－２０３０ 
ＦＡＸ：０２２８－５５－３０３０ 
住  所：栗原市鶯沢袋島巡４４-７ 
http://www.kurikomasugi.com

杉工房 
（県産杉間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 
・軽量で強度があり施工性に優れた製
品 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
セイホク株式会社石巻工場 
ＴＥＬ：０２２５－２２－６５１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－０３９０ 
住  所：石巻市潮見町２-１ 
http://www.seihoku.gr.jp/

テクノ工房 
（パーティクルボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（木片）を原料としたパーティ
クルボード 

・家具やフロア下地材等として活用可
能 
 
セイホク株式会社 
　　パーティクルボード工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

シルク工房 
（ミディアムデンシティファイバーボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（繊維）を原料とした中密度繊
維板 

・内装材や家具に活用可能 
 
 
 
セイホク株式会社ＭＤＦ工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

ネダノンスギ、 
インテリアアカマツほか 
（県産間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・軽量化が図られ、施工性に優れる 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（特に床板）
として活用可能 
 
 
西北プライウッド株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－８２－８５２０ 
ＦＡＸ：０２２５－８２－８５２５ 
住  所：石巻市西浜町１-１６ 
http://www.seihoku.gr.jp/

エコウッド 
（木製グレーチング） 

・主部材に木材を使用することにより、
自然環境や公園などとマッチする新
しいグレーチング 

・木部には安全性の高い防腐処理を施し、
高耐久性を実現 

・劣化時は木部だけを簡単に交換可能 
 

東北岡島工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２－３４５－２１１２ 
ＦＡＸ：０２２－３４７－１０３４ 
住  所：大和町松坂平１-１-９ 
http://www.okagrate.com

杉物語 
（県産杉間伐材利用構造用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・県内の杉間伐材を１００％利用 
・ＪＡＳ規格適合製品 
・杉を使用することで、従来の構造用
合板よりも軽量 

・住宅の内装材や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
石巻合板工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－９６－３１１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９６－３１１６ 
住  所：石巻市潮見町４番地３ 
http://www.ishinomaki.co.jp

間伐パッション工法フェンス 
（木製歩行者、自転車用転落・
横断防護柵） 

・防腐剤は天然成分で重金属を含まな
いものを使用 

・防護柵設置基準Ｐ種に対応 
 
 
 
 
 
東北興商株式会社 
ＴＥＬ：０２２－２８８－１６１７ 
ＦＡＸ：０２２－２８８－１６１０ 
住  所：仙台市若林区六丁の目中町２７-２７ 
http://www.tohoku-koushou.com/

破砕チップ 
（歩道の舗装基材） 

・県内発生の間伐材等を破砕機等で砕
いた細長いチップ（長さ６～４０㎜，
厚み１～２０㎜）です。 
 
 
 
 
 
 
石巻地区森林組合 
ＴＥＬ：０２２５－９３－１７１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－１７０７ 
住  所：石巻市大瓜字棚橋下待井６５-１ 

亘理町立亘理保育所 
　ウッドデッキを設置することにより，安心・安全な木の空間を室外にも広げました。子供たち
は，木のぬくもりや安らぎを肌で感じています。 

施行前 

施工例 施工例 施工例 施工例 
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栗原市立鶯沢小学校 

多目的ホール 

工作室 

廊　下 

プレート 更衣室の床 腰壁と窓枠 

教室の内部 

机と椅子 

学校は子供たちの学びの場であるとともに，豊かな心を育む場です。
潤いのある学習環境の整備として，学校の中に地域材を使う事例が
増えています。 

平成１７年８月に完成した新しい校舎は，
内装や机・椅子に地元スギなどをふん
だんに利用した，木のぬくもりを感じ
る心地よい小学校です。 
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１．みやぎブランド材 
生　産　者 取扱製品とその特徴 施　工　例 

　優良みやぎ材製品品質規格基準に基づいた乾燥製材品です。 
ＪＡＳ規格を基本とした品質を満たしています。 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・造作材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・人工乾燥 
・プレナー加工 
・プレカット加工 

株式会社渋谷木材店 
 
住所：名取市愛島笠島字桜町２２ 
ＴＥＬ：022－384－4282 
ＦＡＸ：022－384－8255

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・内装材 
・造作材 
（杉，桧，赤松，その他） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・特殊材や長材（材長12.40mまで）の製材が可能 

ヤマモト木材有限会社 
 
住所：登米市迫町佐沼字大網２２７－８ 
ＴＥＬ：0220－22－2421 
ＦＡＸ：0220－22－2396

＜主な取扱品目＞ 
・構造材（杉） 
・内装材（床板，腰板等）は注文製材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・マイクロ波乾燥機による乾燥 

宮城十條林産株式会社 
 
住所：仙台市青葉区八幡三丁目２－７ 
白石工場：白石市福岡深谷字青木５４ 
ＴＥＬ：0224－25－3320（工場） 
ＦＡＸ：0224－25－6965（工場） 
 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・内装材　・外装材　・エクステリア資材 
・難燃材　・準不燃材　・ログハウス　・企画化住宅 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
　燻煙乾燥木材は薬剤処理をせず，工場から出る端材を利用し
た自然な「煙」による木材乾燥処理なので，安心して住宅建材に
利用できる。乾燥工程中に煙の防腐・防虫成分が木材に浸透し，
更に木材の繊維を破壊することなく木材が持つ強さや美しさ，調
湿効果を最大限に発揮する。（「みやぎ版住宅」取扱店） 

株式会社ホーム建材店 
 
住所：仙台市宮城野区苦竹２－７－５ 
ＴＥＬ：022－284－7867 
ＦＡＸ：022－236－7679 
http://www.kunenkansou.co.jp/

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・内装材（杉床材，唐松床材，杉無垢加工板） 
・外壁材（杉無垢加工板） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・燻煙乾燥処理により，薬剤を使用せず天然の防腐・
防虫効果を付与 

くりこま杉協同組合 
 
住所：栗原市鶯沢袋島巡４４－７ 
ＴＥＬ：0228－55－2030 
ＦＡＸ：0228－55－3030 
http://www.kurikomasugi.com

このように木材を暮らしの中に採り入れる場合には，品質や安全性が確保されている材料を使
用することが大切です。 
宮城県では，みなさんの安心・安全な暮らしのために，品質や性能の明確な製材品を「宮城県推
奨材」として応援しています。 

〈宮城県推奨材〉 
高耐久性木材 宮城県認定リサイクル製品 みやぎブランド材 

　みやぎの森林の木々が，建築資材や内・外装材に姿を変え，公共施設等に利用される
事例が県内各地で増えてきました。地域のシンボリックな施設として注目されています。 

学びの空間 

認定製品には， 

この「認定マーク」 

が表示されています。 

エステック処理装置 
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園　門 

保育室 
遊戯場 

階　段 ウッドデッキ 

多賀城東幼稚園（多賀城市） 
　園門や階段部分は木材を使いメルヘンの森をイメージして改装し
ました。あたたかく，やさしい雰囲気の夢のある空間になりました。 

ＪＲ歌津駅舎（南三陸町） 
　内装材として地域のスギ材を利用しました。
腰壁のほか，ベンチ，受付窓口等にも木材が利
用されているため，デザイン的にも統一感が
あり，ぬくもりが感じられる建物となっています。 

筆甫そば打ち体験館（丸森町） 
　柱や梁はもちろんのこと，天井，内壁，床材，
そして外壁に至るまで，丸森町産のスギ材を
ふんだんに使用した，木の香りあふれる作りと
なっています。 

筆甫体験農園施設（クラインガルテン）（丸森町） 
　丸森町有林のスギをふんだんに使用して
建てられました。スギを伐採後，葉枯らしを行
ったため色艶が良い材となり，構造材や内装
材等に１７０　使用されました。 

栗原市栗駒総合支所（栗原市） 
　スギ・カラマツ大断面集成材をふんだんに
利用し，木造平屋建てで建設されました。地
域のシンボルとして親しまれています。 

柏松会太白すぎのこ保育園（仙台市） 
　子供たちに木のぬくもりのある施設で健康的に生活して欲しいとの思いからウッドデッキを設置
しました。ほふく遊びなどで子供たちの肌に触れても、自然素材なので、安心・安全です。　 

中新田保育所（加美町） 
　内装材には地元産材がふんだんに使用されました。 
　また，遊戯室には大断面集成材が使用され，広々とした空間を演出しています。 

育みの空間 
子供たちの安全と健康を第一に考え，温もりのある木材を使
った幼稚園や保育所が増えてきました。子供たちの心と体の
発達にも良い効果を与えてくれます。 

交流の空間 
人と人，人と地域の交流の場である各種の公共施設において
も，地域材を用いた個性ある施設整備が進められています。 

ウッドデッキ 
ウッドデッキ 
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園　門 

保育室 
遊戯場 

階　段 ウッドデッキ 

多賀城東幼稚園（多賀城市） 
　園門や階段部分は木材を使いメルヘンの森をイメージして改装し
ました。あたたかく，やさしい雰囲気の夢のある空間になりました。 

ＪＲ歌津駅舎（南三陸町） 
　内装材として地域のスギ材を利用しました。
腰壁のほか，ベンチ，受付窓口等にも木材が利
用されているため，デザイン的にも統一感が
あり，ぬくもりが感じられる建物となっています。 

筆甫そば打ち体験館（丸森町） 
　柱や梁はもちろんのこと，天井，内壁，床材，
そして外壁に至るまで，丸森町産のスギ材を
ふんだんに使用した，木の香りあふれる作りと
なっています。 

筆甫体験農園施設（クラインガルテン）（丸森町） 
　丸森町有林のスギをふんだんに使用して
建てられました。スギを伐採後，葉枯らしを行
ったため色艶が良い材となり，構造材や内装
材等に１７０　使用されました。 

栗原市栗駒総合支所（栗原市） 
　スギ・カラマツ大断面集成材をふんだんに
利用し，木造平屋建てで建設されました。地
域のシンボルとして親しまれています。 

柏松会太白すぎのこ保育園（仙台市） 
　子供たちに木のぬくもりのある施設で健康的に生活して欲しいとの思いからウッドデッキを設置
しました。ほふく遊びなどで子供たちの肌に触れても、自然素材なので、安心・安全です。　 

中新田保育所（加美町） 
　内装材には地元産材がふんだんに使用されました。 
　また，遊戯室には大断面集成材が使用され，広々とした空間を演出しています。 

育みの空間 
子供たちの安全と健康を第一に考え，温もりのある木材を使
った幼稚園や保育所が増えてきました。子供たちの心と体の
発達にも良い効果を与えてくれます。 

交流の空間 
人と人，人と地域の交流の場である各種の公共施設において
も，地域材を用いた個性ある施設整備が進められています。 

ウッドデッキ 
ウッドデッキ 
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栗原市立鶯沢小学校 

多目的ホール 

工作室 

廊　下 

プレート 更衣室の床 腰壁と窓枠 

教室の内部 

机と椅子 

学校は子供たちの学びの場であるとともに，豊かな心を育む場です。
潤いのある学習環境の整備として，学校の中に地域材を使う事例が
増えています。 

平成１７年８月に完成した新しい校舎は，
内装や机・椅子に地元スギなどをふん
だんに利用した，木のぬくもりを感じ
る心地よい小学校です。 
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１．みやぎブランド材 
生　産　者 取扱製品とその特徴 施　工　例 

　優良みやぎ材製品品質規格基準に基づいた乾燥製材品です。 
ＪＡＳ規格を基本とした品質を満たしています。 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・造作材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・人工乾燥 
・プレナー加工 
・プレカット加工 

株式会社渋谷木材店 
 
住所：名取市愛島笠島字桜町２２ 
ＴＥＬ：022－384－4282 
ＦＡＸ：022－384－8255

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・内装材 
・造作材 
（杉，桧，赤松，その他） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・特殊材や長材（材長12.40mまで）の製材が可能 

ヤマモト木材有限会社 
 
住所：登米市迫町佐沼字大網２２７－８ 
ＴＥＬ：0220－22－2421 
ＦＡＸ：0220－22－2396

＜主な取扱品目＞ 
・構造材（杉） 
・内装材（床板，腰板等）は注文製材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・マイクロ波乾燥機による乾燥 

宮城十條林産株式会社 
 
住所：仙台市青葉区八幡三丁目２－７ 
白石工場：白石市福岡深谷字青木５４ 
ＴＥＬ：0224－25－3320（工場） 
ＦＡＸ：0224－25－6965（工場） 
 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・内装材　・外装材　・エクステリア資材 
・難燃材　・準不燃材　・ログハウス　・企画化住宅 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
　燻煙乾燥木材は薬剤処理をせず，工場から出る端材を利用し
た自然な「煙」による木材乾燥処理なので，安心して住宅建材に
利用できる。乾燥工程中に煙の防腐・防虫成分が木材に浸透し，
更に木材の繊維を破壊することなく木材が持つ強さや美しさ，調
湿効果を最大限に発揮する。（「みやぎ版住宅」取扱店） 

株式会社ホーム建材店 
 
住所：仙台市宮城野区苦竹２－７－５ 
ＴＥＬ：022－284－7867 
ＦＡＸ：022－236－7679 
http://www.kunenkansou.co.jp/

＜主な取扱品目＞ 
・構造材 
・内装材（杉床材，唐松床材，杉無垢加工板） 
・外壁材（杉無垢加工板） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・燻煙乾燥処理により，薬剤を使用せず天然の防腐・
防虫効果を付与 

くりこま杉協同組合 
 
住所：栗原市鶯沢袋島巡４４－７ 
ＴＥＬ：0228－55－2030 
ＦＡＸ：0228－55－3030 
http://www.kurikomasugi.com

このように木材を暮らしの中に採り入れる場合には，品質や安全性が確保されている材料を使
用することが大切です。 
宮城県では，みなさんの安心・安全な暮らしのために，品質や性能の明確な製材品を「宮城県推
奨材」として応援しています。 

〈宮城県推奨材〉 
高耐久性木材 宮城県認定リサイクル製品 みやぎブランド材 

　みやぎの森林の木々が，建築資材や内・外装材に姿を変え，公共施設等に利用される
事例が県内各地で増えてきました。地域のシンボリックな施設として注目されています。 

学びの空間 

認定製品には， 

この「認定マーク」 

が表示されています。 

エステック処理装置 
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生　産　者 取扱製品とその特徴 施　工　例 

取扱製品とその特徴 生　産　者 

２．高耐久性木材（エステックウッド） 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉，桧の注文製材） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・出来る限り防カビ等の薬剤処理をしない。 
・前処理としての天然乾燥や仕上げ製材を行う。 

株式会社岩渕製材所 
 
住所：登米市東和町米川字飯土井５－１ 
ＴＥＬ：0220－45－2134 
ＦＡＸ：0220－45－1215

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉の一般建築用材全て） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・防腐，防カビ処理の必要がないように原木での天然
乾燥及び製品での天然・人工乾燥 

株式会社佐藤製材所 
 
住所：登米市津山町柳津字谷木１８７－１ 
ＴＥＬ：0225－68－2203 
ＦＡＸ：0225－68－2360

＜主な取扱品目＞ 
・下地材（羽柄材全般） 
・内装材（羽目板） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・安定した品質のものを量産可能 
・燻煙乾燥材 

鈴寛木材株式会社 
 
住所：石巻市和渕字梨木畑１２ 
ＴＥＬ：0225－72－2211 
ＦＡＸ：0225－72－2213

＜主な取扱品目＞ 
・構造材（杉，赤松） 
・内装材（杉羽目板，赤松フローリング，広葉樹羽目板，
広葉樹フローリング） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・天然乾燥（２ヶ月）後，人工乾燥 

株式会社山武 
 
住所：栗原市鶯沢袋島巡４４－１ 
ＴＥＬ：0228－55－2121 
ＦＡＸ：0228－55－2556 
http://www.yamatake-house.com

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・内装材（羽目板，フローリング等） 
・外装材（外壁材，ログパネル等） 
・造作材　・下地材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・原木の質から吟味し，良い材を高精度で生産 
・天然乾燥，人工乾燥 

丸平木材株式会社 
 
住所：南三陸町志津川字大森３０－１ 
ＴＥＬ：0226－46－3113 
ＦＡＸ：0226－46－5844

＜主な取扱品目＞ 
　・内装用　・風呂　・エクステリア（野外用品）　・車椅子 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
　木材に熱と圧力を同時にかけ，薬品を使用せず木材の耐久性や寸法の安定性
を向上させた製品です。 

エステックウッド株式会社 
住所：仙台市青葉区上杉３－３－１６  SAビル５F 
ＴＥＬ：022－223－3400 
http://www.s-tw.com

宮  城  県 
平成１８年３月作成 

このパンフレットは「古紙配合率１００％再生紙」「植物大豆油インキ」を使用しています。 
このパンフレットは、５,０００部作成し、一部当たりの印刷単価は３９円です。 

● お問い合せ先  ● 

宮城県産業経済部林業振興課 
〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 
 ＴＥＬ：０２２－２１１－２９１２ 
 ＦＡＸ：０２２－２１１－２９１９ 

 ホームページ： http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/ 
 E-mail: rinsin@pref.miyagi.jp

も 

り 
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　このように木材は豊かな特性をたくさん持っていますが，特に地域材は，その地域の
気候風土になじんだ素晴らしい素材であり，これらの特性が最も発揮されるものです。 
　また，地域材を使うことは，森の手入れを進め，豊かな水を育むなどの森の恵みをよ
り一層引き立てることにつながります。 

木には不思議な魅力があり，誰もがほっとするぬくもりを感じます。 
いつの時代にも木が好まれるのは，他の素材にはない木だけがもつ「やさしさ」があるからでは
ないでしょうか。 
この，木のもつ「やさしさ」は，森林からの贈りものです。 

も  り 

　木は，湿気が多いとき
は水分を吸い，乾燥する
ときは水分を出して，湿
度を調節しています。 

○木は調湿性能を持っています 

　森林浴をしたり，木に
触れ，香りを感じること
で自然を感じ，リラックス
することができます。また，
木の模様（木目）も人に
安らぎを与えます。 

○木には，癒しの効果があります 

　例えば，木の床はコン
クリート床と比べて温か
みを感じます。また，カ
ーペットの床と比べても，
ダニなどの発生が少な
く安心です。 

○木は断熱効果があります 

○木は炭素の保管庫の役割をします 
　木は成長するときに，空
気中の二酸化炭素を取り
込んで，構成成分として体（樹
幹）にためます。木材を住
宅にしたり，材として使うこ
とは，森林で固定された二
酸化炭素を保管しているこ
とになり，地球温暖化防止
に役立ちます。 

○木は再生産可能な資源です 
　木は，伐って植えることに
より再生産可能な循環型資
源です。 
　また，木材は他の建築資
材と比べると製造エネルギ
ーが少なく，最終的に燃焼
させたとしてもそのエネル
ギーを燃料として活用する
ことができます。 
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栗原市立鶯沢小学校 
　地元のスギ材等を利用した木製机・椅子
を導入しました。木のぬくもりを感じ，勉
強もはかどります。 

七ヶ宿町立湯原小学校 
　木材の特徴である節もデザインの一つと
考え，壁面に利用しました。スギの心地よ
い香りにつつまれて，読書会や地域の方々
との交流活動などが催されています。 

みやぎ木のやすらぎ空間確保対策事業 
（市町村振興総合補助金メニュー） 

　宮城県では，みなさんに安心・安全なやすらぎの空間を提供するため，市町村における
公共施設の木造モデル施工や木製品の導入に対して助成を行う「みやぎ木のやすらぎ空間
確保対策事業」を実施しています。 
 
実施主体：市町村 
要件１　木材の特性を活かしたモデル施工としての工夫がなされていること 
　　２　木材の良さ・地域材利用の意義等がアピールされ，波及効果が期待できること 
　　３　地域で生産されている品質や性能の明確な木材・製材品（宮城県推奨材等）を使 
　　　　用していること 
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３．宮城県認定リサイクル製品 

製品名・写真 製品特徴・製造者 製品名・写真 製品特徴・製造者 

安全性への配慮がされてあり，ＪＩＳ規格等に適合している，宮城県認定の優れたリサイクル製品です。
（参考：http://www.pref.miyagi.jp/sigen/nintei/newpage1.htm） 

※本資料は平成１８年３月現在のものです。追加になった製品等があれば，林業振興課ホームページで随時紹介していきます。 

木材は 
人と環境にやさしい 
天然素材 デスク甲板、 

テーブル甲板 
（杉集成ボード棚板用） 

・接着剤は安全性が高いものを採用し、
安全で環境に配慮した製品 

・椅子の座面等にも活用可能 
 
 
 
 
 
くりこま杉協同組合 
ＴＥＬ：０２２８－５５－２０３０ 
ＦＡＸ：０２２８－５５－３０３０ 
住  所：栗原市鶯沢袋島巡４４-７ 
http://www.kurikomasugi.com

杉工房 
（県産杉間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 
・軽量で強度があり施工性に優れた製
品 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
セイホク株式会社石巻工場 
ＴＥＬ：０２２５－２２－６５１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－０３９０ 
住  所：石巻市潮見町２-１ 
http://www.seihoku.gr.jp/

テクノ工房 
（パーティクルボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（木片）を原料としたパーティ
クルボード 

・家具やフロア下地材等として活用可
能 
 
セイホク株式会社 
　　パーティクルボード工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

シルク工房 
（ミディアムデンシティファイバーボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（繊維）を原料とした中密度繊
維板 

・内装材や家具に活用可能 
 
 
 
セイホク株式会社ＭＤＦ工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

ネダノンスギ、 
インテリアアカマツほか 
（県産間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・軽量化が図られ、施工性に優れる 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（特に床板）
として活用可能 
 
 
西北プライウッド株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－８２－８５２０ 
ＦＡＸ：０２２５－８２－８５２５ 
住  所：石巻市西浜町１-１６ 
http://www.seihoku.gr.jp/

エコウッド 
（木製グレーチング） 

・主部材に木材を使用することにより、
自然環境や公園などとマッチする新
しいグレーチング 

・木部には安全性の高い防腐処理を施し、
高耐久性を実現 

・劣化時は木部だけを簡単に交換可能 
 

東北岡島工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２－３４５－２１１２ 
ＦＡＸ：０２２－３４７－１０３４ 
住  所：大和町松坂平１-１-９ 
http://www.okagrate.com

杉物語 
（県産杉間伐材利用構造用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・県内の杉間伐材を１００％利用 
・ＪＡＳ規格適合製品 
・杉を使用することで、従来の構造用
合板よりも軽量 

・住宅の内装材や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
石巻合板工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－９６－３１１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９６－３１１６ 
住  所：石巻市潮見町４番地３ 
http://www.ishinomaki.co.jp

間伐パッション工法フェンス 
（木製歩行者、自転車用転落・
横断防護柵） 

・防腐剤は天然成分で重金属を含まな
いものを使用 

・防護柵設置基準Ｐ種に対応 
 
 
 
 
 
東北興商株式会社 
ＴＥＬ：０２２－２８８－１６１７ 
ＦＡＸ：０２２－２８８－１６１０ 
住  所：仙台市若林区六丁の目中町２７-２７ 
http://www.tohoku-koushou.com/

破砕チップ 
（歩道の舗装基材） 

・県内発生の間伐材等を破砕機等で砕
いた細長いチップ（長さ６～４０㎜，
厚み１～２０㎜）です。 
 
 
 
 
 
 
石巻地区森林組合 
ＴＥＬ：０２２５－９３－１７１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－１７０７ 
住  所：石巻市大瓜字棚橋下待井６５-１ 

亘理町立亘理保育所 
　ウッドデッキを設置することにより，安心・安全な木の空間を室外にも広げました。子供たち
は，木のぬくもりや安らぎを肌で感じています。 

施行前 

施工例 施工例 施工例 施工例 
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　このように木材は豊かな特性をたくさん持っていますが，特に地域材は，その地域の
気候風土になじんだ素晴らしい素材であり，これらの特性が最も発揮されるものです。 
　また，地域材を使うことは，森の手入れを進め，豊かな水を育むなどの森の恵みをよ
り一層引き立てることにつながります。 

木には不思議な魅力があり，誰もがほっとするぬくもりを感じます。 
いつの時代にも木が好まれるのは，他の素材にはない木だけがもつ「やさしさ」があるからでは
ないでしょうか。 
この，木のもつ「やさしさ」は，森林からの贈りものです。 

も  り 

　木は，湿気が多いとき
は水分を吸い，乾燥する
ときは水分を出して，湿
度を調節しています。 

○木は調湿性能を持っています 

　森林浴をしたり，木に
触れ，香りを感じること
で自然を感じ，リラックス
することができます。また，
木の模様（木目）も人に
安らぎを与えます。 

○木には，癒しの効果があります 

　例えば，木の床はコン
クリート床と比べて温か
みを感じます。また，カ
ーペットの床と比べても，
ダニなどの発生が少な
く安心です。 

○木は断熱効果があります 

○木は炭素の保管庫の役割をします 
　木は成長するときに，空
気中の二酸化炭素を取り
込んで，構成成分として体（樹
幹）にためます。木材を住
宅にしたり，材として使うこ
とは，森林で固定された二
酸化炭素を保管しているこ
とになり，地球温暖化防止
に役立ちます。 

○木は再生産可能な資源です 
　木は，伐って植えることに
より再生産可能な循環型資
源です。 
　また，木材は他の建築資
材と比べると製造エネルギ
ーが少なく，最終的に燃焼
させたとしてもそのエネル
ギーを燃料として活用する
ことができます。 
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栗原市立鶯沢小学校 
　地元のスギ材等を利用した木製机・椅子
を導入しました。木のぬくもりを感じ，勉
強もはかどります。 

七ヶ宿町立湯原小学校 
　木材の特徴である節もデザインの一つと
考え，壁面に利用しました。スギの心地よ
い香りにつつまれて，読書会や地域の方々
との交流活動などが催されています。 

みやぎ木のやすらぎ空間確保対策事業 
（市町村振興総合補助金メニュー） 

　宮城県では，みなさんに安心・安全なやすらぎの空間を提供するため，市町村における
公共施設の木造モデル施工や木製品の導入に対して助成を行う「みやぎ木のやすらぎ空間
確保対策事業」を実施しています。 
 
実施主体：市町村 
要件１　木材の特性を活かしたモデル施工としての工夫がなされていること 
　　２　木材の良さ・地域材利用の意義等がアピールされ，波及効果が期待できること 
　　３　地域で生産されている品質や性能の明確な木材・製材品（宮城県推奨材等）を使 
　　　　用していること 
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３．宮城県認定リサイクル製品 

製品名・写真 製品特徴・製造者 製品名・写真 製品特徴・製造者 

安全性への配慮がされてあり，ＪＩＳ規格等に適合している，宮城県認定の優れたリサイクル製品です。
（参考：http://www.pref.miyagi.jp/sigen/nintei/newpage1.htm） 

※本資料は平成１８年３月現在のものです。追加になった製品等があれば，林業振興課ホームページで随時紹介していきます。 

木材は 
人と環境にやさしい 
天然素材 デスク甲板、 

テーブル甲板 
（杉集成ボード棚板用） 

・接着剤は安全性が高いものを採用し、
安全で環境に配慮した製品 

・椅子の座面等にも活用可能 
 
 
 
 
 
くりこま杉協同組合 
ＴＥＬ：０２２８－５５－２０３０ 
ＦＡＸ：０２２８－５５－３０３０ 
住  所：栗原市鶯沢袋島巡４４-７ 
http://www.kurikomasugi.com

杉工房 
（県産杉間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 
・軽量で強度があり施工性に優れた製
品 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
セイホク株式会社石巻工場 
ＴＥＬ：０２２５－２２－６５１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－０３９０ 
住  所：石巻市潮見町２-１ 
http://www.seihoku.gr.jp/

テクノ工房 
（パーティクルボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（木片）を原料としたパーティ
クルボード 

・家具やフロア下地材等として活用可
能 
 
セイホク株式会社 
　　パーティクルボード工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

シルク工房 
（ミディアムデンシティファイバーボード） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・廃木材（繊維）を原料とした中密度繊
維板 

・内装材や家具に活用可能 
 
 
 
セイホク株式会社ＭＤＦ工場 
ＴＥＬ：０２２５－９５－５１８１ 
ＦＡＸ：０２２５－９５－５８６７ 
住  所：石巻市重吉町１-７ 
http://www.seihoku.gr.jp/

ネダノンスギ、 
インテリアアカマツほか 
（県産間伐材利用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・軽量化が図られ、施工性に優れる 
・ＪＡＳ構造用合板２級に適合 
・住宅の内装用や建築用部材（特に床板）
として活用可能 
 
 
西北プライウッド株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－８２－８５２０ 
ＦＡＸ：０２２５－８２－８５２５ 
住  所：石巻市西浜町１-１６ 
http://www.seihoku.gr.jp/

エコウッド 
（木製グレーチング） 

・主部材に木材を使用することにより、
自然環境や公園などとマッチする新
しいグレーチング 

・木部には安全性の高い防腐処理を施し、
高耐久性を実現 

・劣化時は木部だけを簡単に交換可能 
 

東北岡島工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２－３４５－２１１２ 
ＦＡＸ：０２２－３４７－１０３４ 
住  所：大和町松坂平１-１-９ 
http://www.okagrate.com

杉物語 
（県産杉間伐材利用構造用合板） 

・環境に配慮したＦ☆☆☆☆（低ホル
ムアルデヒド）製品 

・県内の杉間伐材を１００％利用 
・ＪＡＳ規格適合製品 
・杉を使用することで、従来の構造用
合板よりも軽量 

・住宅の内装材や建築用部材（床、壁、
屋根等）として活用可能 
 
石巻合板工業株式会社 
ＴＥＬ：０２２５－９６－３１１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９６－３１１６ 
住  所：石巻市潮見町４番地３ 
http://www.ishinomaki.co.jp

間伐パッション工法フェンス 
（木製歩行者、自転車用転落・
横断防護柵） 

・防腐剤は天然成分で重金属を含まな
いものを使用 

・防護柵設置基準Ｐ種に対応 
 
 
 
 
 
東北興商株式会社 
ＴＥＬ：０２２－２８８－１６１７ 
ＦＡＸ：０２２－２８８－１６１０ 
住  所：仙台市若林区六丁の目中町２７-２７ 
http://www.tohoku-koushou.com/

破砕チップ 
（歩道の舗装基材） 

・県内発生の間伐材等を破砕機等で砕
いた細長いチップ（長さ６～４０㎜，
厚み１～２０㎜）です。 
 
 
 
 
 
 
石巻地区森林組合 
ＴＥＬ：０２２５－９３－１７１１ 
ＦＡＸ：０２２５－９３－１７０７ 
住  所：石巻市大瓜字棚橋下待井６５-１ 

亘理町立亘理保育所 
　ウッドデッキを設置することにより，安心・安全な木の空間を室外にも広げました。子供たち
は，木のぬくもりや安らぎを肌で感じています。 

施行前 

施工例 施工例 施工例 施工例 
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生　産　者 取扱製品とその特徴 施　工　例 

取扱製品とその特徴 生　産　者 

２．高耐久性木材（エステックウッド） 

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉，桧の注文製材） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・出来る限り防カビ等の薬剤処理をしない。 
・前処理としての天然乾燥や仕上げ製材を行う。 

株式会社岩渕製材所 
 
住所：登米市東和町米川字飯土井５－１ 
ＴＥＬ：0220－45－2134 
ＦＡＸ：0220－45－1215

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・下地材　・造作材 
（杉の一般建築用材全て） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・防腐，防カビ処理の必要がないように原木での天然
乾燥及び製品での天然・人工乾燥 

株式会社佐藤製材所 
 
住所：登米市津山町柳津字谷木１８７－１ 
ＴＥＬ：0225－68－2203 
ＦＡＸ：0225－68－2360

＜主な取扱品目＞ 
・下地材（羽柄材全般） 
・内装材（羽目板） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・安定した品質のものを量産可能 
・燻煙乾燥材 

鈴寛木材株式会社 
 
住所：石巻市和渕字梨木畑１２ 
ＴＥＬ：0225－72－2211 
ＦＡＸ：0225－72－2213

＜主な取扱品目＞ 
・構造材（杉，赤松） 
・内装材（杉羽目板，赤松フローリング，広葉樹羽目板，
広葉樹フローリング） 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・天然乾燥（２ヶ月）後，人工乾燥 

株式会社山武 
 
住所：栗原市鶯沢袋島巡４４－１ 
ＴＥＬ：0228－55－2121 
ＦＡＸ：0228－55－2556 
http://www.yamatake-house.com

＜主な取扱品目＞ 
・構造材　・内装材（羽目板，フローリング等） 
・外装材（外壁材，ログパネル等） 
・造作材　・下地材 
 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
・原木の質から吟味し，良い材を高精度で生産 
・天然乾燥，人工乾燥 

丸平木材株式会社 
 
住所：南三陸町志津川字大森３０－１ 
ＴＥＬ：0226－46－3113 
ＦＡＸ：0226－46－5844

＜主な取扱品目＞ 
　・内装用　・風呂　・エクステリア（野外用品）　・車椅子 
＜製品特徴とＰＲ＞ 
　木材に熱と圧力を同時にかけ，薬品を使用せず木材の耐久性や寸法の安定性
を向上させた製品です。 

エステックウッド株式会社 
住所：仙台市青葉区上杉３－３－１６  SAビル５F 
ＴＥＬ：022－223－3400 
http://www.s-tw.com

宮  城  県 
平成１８年３月作成 

このパンフレットは「古紙配合率１００％再生紙」「植物大豆油インキ」を使用しています。 
このパンフレットは、５,０００部作成し、一部当たりの印刷単価は３９円です。 

● お問い合せ先  ● 

宮城県産業経済部林業振興課 
〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 
 ＴＥＬ：０２２－２１１－２９１２ 
 ＦＡＸ：０２２－２１１－２９１９ 

 ホームページ： http://www.pref.miyagi.jp/ringyo-sk/ 
 E-mail: rinsin@pref.miyagi.jp

も 

り 


