
  

平成 30 年 10 月号 

                           TOSAZAI センター発行 

 

写真は 2018 年 1 月  東京 WOOD コレクション 

 

 

 

TOSAZAI センターとは 

  これまでに高知県の木材・木製品の外商活動を行ってきた「土佐材流通促進協議会」の事務局機能を

強化し、人員を増加して新たに非住宅建築物の木造化・木質化、内装材の開発等などのテーマにも取り

組んでいきます。 

販売戦略部 

 

センター長  

(兼務) 販売戦略部 部長 

松岡 良昭 

販売管理部 

 

 

部長 

  嶋﨑 雅允 

 

 

 

関東駐在所長 

 監物 作治 

 

一級建築士 

北添 幸誠 

 

担当 

福原 絵梨 

 

担当 

青木 長弥 

高知県木材協会内に「ＴＯＳＡＺＡＩセンター」を設置しました 
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写真は大阪商談会、H30.6.15 

平成 22 年度に土佐材流通促進協

議会が発足して以来、全国各地で

TOSAZAI を利用していただけるよ

う、新規の取引先を求めて商談会を

開催しています。 

各地域の工務店・設計士の方にこ

れまでたくさん出席していただけま

した。 

 

前半はセミナー形式で土佐材の特徴や高知県の補助事業などをご説明し、後半は自然素材で家づく

りに取り組む協議会のメンバーとの対面商談を実施してきました。 

平成 30 年度はすでに 4 か所で開催しており、来年 3 月には瀬戸内の地域でもう 1 回開催する予定

です。 

① 香川商談会 

開催日：6 月 7 日(木) 

場所：高松テルサ 

参加者：3 社 3 人 

② 京都商談会 

開催日：6 月 14 日(木) 

場所：京都市男女共同 

参画センター 

参加者：5 社 6 人 

③ 大阪商談会 

開催日：6 月 15 日(金) 

場所：大阪木材会館 

参加者：6 社 7 人 

 

 

④ 東京商談会 

開催日：7 月 19 日(木) 

場所：高知県 

東京事務所 

参加者：若干名 

 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京　7/19

横浜 横浜

名古屋 名古屋

京都　6/14

大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪　6/15

神戸 神戸

岡山

広島 広島

山口

香川　6/7

瀬戸内地域

で

来年3/7予定
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消費地商談会事業 



 

 

土佐材パートナー企業として高知県に登録し、土佐材や高知県の PR 活動をしていただけますと、

「高知県土佐の木の住まい普及推進事業」を活用できます。(登録は無料) 

いま、全国各地で土佐材パートナー企業に登録していただいている企業は 116 社あります。 

 

毎年、このパートナー企業の方々をお招きし、各地区での意見交

換会を開催しています。 

今年度は高知県の補助事業で一部改正があり、リフォーム事業等

が使いやすくなっています。 

「お施主様に対するトークマニュアルや手に取って木材の良さが

判るサンプルなどあったら欲しい」などのご意見を賜りました。 

また、各地区のパートナー企業様に共通する課題として「新築よ

りもリフォームの仕事が多くなっている」ということで、TOSAZAI が少量でも手に入る拠点等の整

備が今後の課題です。 

 

平成 30 年度の開催 

① 四国地区 

開催日：6月 7日(木) 

場所：高松テルサ 

参加者：3 社 4 人 

 

② 関西地区 

開催日：6月 15日(金) 

場所：大阪木材会館 

参加者：5 社 6 人 

③ 関東地区 

開催日：7 月 19 日(木) 

場所：高知県東京事務所 

参加者：5 社 6 人 

次年度も皆様との情報交換の場として開催していく予定ですので、参加しやすい時期や方法なども

含めご意見をお寄せください。 

 

 

東京都 14 愛知県 2 滋賀県 1 広島県 3 香川県 24

神奈川県 10 石川県 1 大阪府 23 山口県 2 徳島県 1

千葉県 6 京都府 3 愛媛県 2

茨城県 2 兵庫県 18

埼玉県 3

群馬県 1

関東地域 36 中部地域 3 近畿地域 45 中国地域 5 四国地域 27

p.3 

 

 

土佐材パートナー企業意見交換会 



 

 

各地で行われるイベントへは積極的に参加し、機会がある度に TOSAZAI の PR を行っています。 

皆様の身近なところで何かのイベントがございましたら、情報をお寄せいただきますとともに、ぜひ

ご一緒に参加してみませんか。 

 

① パワフル中四国展 

 

開催日：8 月 2 日（木）～4 日(土)  

場所：神戸国際会議場 3F  

来場者：約 6,000 人の医療関係者 

日本インターベンション治療学会の学術

会議が神戸市で開催されました。 

主催者は岡山県の医師で「中四国の物産を

強くアピールしたい」ということから

TOSAZAI ブースも出展の機会を得ました。 

木製のバックや竹製の弁当箱、桧の丸テー

ブルなど多くの方が関心を寄せていただき

好評でした。 

協議会会員：(株)コスモ工房 

      (協)ドライウッド土佐会 

高知県木製品工業連合(協) 

  

 

② かがわ家博 わくわく家まつり 

 

開催日：8 月 18 日（土）19 日(日) 

場所：サンメッセ香川   

来場者：11,388 人(主催者発表)  

協議会会員：レイホク木材工業(協) 

      ばうむ合同会社 

香川県内で「これから家を建てようか」と考

えている若い夫婦などの家族連れがたくさん来

場するイベントです。主催工務店には土佐材パ

ートナー企業も 3 社おいでます。 

TOSAZAI コーナーでは杉の間伐材で出来た

モクレースに高い人気がありました。 

イベントへの出展 
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今年 5月に兵庫県からお施主様を伴って来た工務

店の方々を、梼原の山へ案内しているところです。 

毎年多くの方に高知県に来ていただき、実際に山

や製材所や原木市場などを見て土佐の自然素材の

良さを納得していただいています。 

宿泊費・交通費については高知県からの補助事業

が活用できる場合もありますのでご相談ください。 

研修途中で観光地への立ち寄りも OK です。 

 

製材所は初めて見るところ 

 

この木で家を建てるよ 

 

鰹のワラ焼きを体験 

 
お施主様・工務店様・製材責任者で記念撮影 

梼原町に新しい見どこ

ろスポットが出来まし

た。 

梼原町立図書館、 

隈研吾氏の設計です。 

九州地域からのお客様 

四万十町の森林・製材所を見学 

 

関西地域からのお客様 

こうちエコハウスを見学 

 

関東地域からのお客様 

嶺北地域の製材所を見学 

 

 

年度 開催回数 訪問人数 

平成 27 年度 28 回 258 人 

平成 28 年度 34 回 255 人 

平成 29 年度 32 回 196 人 

産地商談会事業 
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お施主様を伴っ

ての見学も可能

です。 



 

 

全国各地の木材市場などと流通拠点契約を結び、

TOSAZAI の売り出しを開催しています。 

桧役物などに人気が高く、今年は昨年よりも販売

額が増えてきました。 

 

① (株)HIKARI ウッドステーション金沢 TOSAZAI ブランドフェア 

開催日：4 月 13 日(金) 開催場所：石川県金沢市 来場者数：約 200 人 

出展内容：桧役物約 60 ㎥  

② (株)山木商行 TOSAZAI コーナーを開設 

開催日：4 月 14 日(土) 開催場所：岐阜県岐阜市 来場者数：約 800 人 

出展内容：桧役物約 80 ㎥  

③ 新名木材市売(株) 土佐材展示即売会 

開催日：4 月 24 日(火) 開催場所：愛知県海部郡 来場者数：約 800 人 

出展内容：桧役物約 80 ㎥  

④ (株)ナゴヤ辻文 土佐材フェア 

開催日：5 月 18 日(金) 開催場所：愛知県丹羽郡 来場者数：約 60 人 

出展内容：桧役物約 100 ㎥  

⑤ (株)山西 プロウッドスタイルフェア春まつり 

開催日：5 月 19 日(土)～20 日(日) 開催場所：愛知県弥富市 来場者数：約 3,000 人 

出展内容：桧役物約 50 ㎥  

⑥ 東京中央木材市場(株) 第 5 回優良高知土佐材展 

開催日：6 月 20 日(水) 開催場所：千葉県浦安市 来場者数：約 60 人 

出展内容：桧・杉役物一般材約 160 ㎥  

⑦ 西垣林業(株)名古屋市場  第 1 回優良高知土佐材展 

開催日：7 月 11 日(水) 開催場所：愛知県名古屋市 来場者数：約 80 人 

出展内容：桧・杉役物一般材約 170 ㎥  

⑧ 扇木材(株)  第 8 回優良土佐材展 

開催日：7 月 26 日(木) 開催場所：福岡県糟屋郡 来場者数：約 85 人 

出展内容：桧・杉役物一般材約 100 ㎥  

⑨ 岡山扇木材(株)・竜野ハウジング(有) ナイスふれあいフェア 

開催日：9 月 6 日(木)～7 日(金) 開催場所：岡山県瀬戸内市 来場者数：約 1,000 人 

出展内容：桧・杉役物一般材約 130 ㎥  

⑩ (株)HIKARI ウッドステーション金沢 

開催日：9 月 7 日(金) 開催場所：石川県金沢市 来場者数：約 120 人 

出展内容：桧・杉役物一般材約 40 ㎥  
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展示会事業 



平成 30 年度 今後の全国各地の展示会事業予定 

① (株)山西プロウッドスタイルフェア秋まつり   愛知県弥富市 10 月 20～21 日予定 

② (株)太洋木材市場 第 4 回土佐材まつり     香川県高松市  11 月 2 日予定 

③ 丸宇木材市売(株)下館市場 第 9 回土佐材展示会 茨城県下妻市  11 月 16 日予定 

④ 岡山扇木材(株)・竜野ハウジング(有) ナイスふれあいフェア 

                   岡山県瀬戸内市 平成 31 年 3 月 7～8 日予定 

平成 30 年度 今後のイベント出展・消費地商談会事業予定 

(下の写真は以前に開催したものを使用しています。) 

① 香川ウッディフェスティバル  サンメッセ香川 10 月 6～7 日予定 

② 水都おおさか森林の市  近畿中国森林管理局  10 月 28 日予定 

 

関西地域の方はぜひ 

お立ち寄りください。 

 

 

③ ジャパンホームショー  東京ビッグサイト   11 月 20～22 日予定 

  

時期が近づきましたら案内状を出させていただきます。是非ご来場ください。 

④ 東京 WOOD コレクション 東京ビッグサイト  平成 31 年 1 月 29～30 日予定 

 

 

時期が近づきましたら案内状を出させていただきます。是非ご来場ください。 
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高知県の気候は全般的に高温・多雨・多湿なのが特徴です。 

降水量と日照時間が多いので植物の生育に良い条件が整っていると言えます。 

雨が多い 

 

曇りの日は少ないことに

なります。 

 

晴れの日が多い 

  

年間降水量はダントツの日本一 

 

年間晴れの日も全国 4 位 

 

 

 

 

国土地理院ホームページより 

四国の地質はほとんど石灰岩と蛇紋岩で構成されています。(緑色の部分) 

これらの岩は「超塩基性」の特徴があり、自然林の山でもマツやスギの針葉樹が優占種となること

が多いとされています。(高知県・高知県営林局 1978 年編集「土佐の森林」より参照) 

TOSAZAI の杉や桧が生育に適した土地で育まれていると言えます。 

ＴＯＳＡＺＡＩを育む高知県の気候 
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地質の特徴 



 

 

標高とおもな樹種 

 

亜寒帯林 

 シコクシラベ・コメツツジなど 

冷温帯林 

 ヒノキ・モミ・トチノキなど 

推移帯林 

 スギ・ツガ・ブナなど 

暖温帯林 

アカマツ・シイ・カシなど 

                      

四国の山は斜面が急で、標高の高い山でもすぐ近くに海があるのが特徴です。 

そのため、亜寒帯林の木から暖温帯林の木まで多種多様な樹木が見られ、昔から木材が様々な場面

で活用されてきました。 

また、たくさん降った雨もその場所に長くは留まらず、早く川から海へと流れて行きます。 

土佐湾や四国の太平洋で採れた魚介類が美味しいのはきれいな川から多くの水が供給されているか

らでしょう。 

 

 

 

 

 

川もきれい。海も豊か。 
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四国山脈の地形 



 

 

 

高知県の森林率は 84%で全国一位、人工林(人の手

によって植林され整備した森)の率も 65%と全国第

二位です。 

この両方の率を掛け合わせると 55%となり、なん

と県土の面積の半分以上が人工林によって占められ

ていることになります。 

50%を超えるのは日本中で高知県だけです。 

 

 

高知県には斜面を開拓し、植林の作業をした土地

の面積が東京都全体の面積の 1.76 倍、大阪府全体

の面積の 2.03 倍の広さがあることになります。 

植林の風景(高知県素材生産業協

同組合提供) 

 

 

A B

森林面積
(ha)

人工林面積
(ha)

国土面積
(ha)

森林率 人工林率 A×B

1 高知県 596,783 389,585 710,516 84% 65% 55%

2 奈良県 284,791 172,549 369,109 77% 61% 47%

3 徳島県 313,863 191,310 414,674 76% 61% 46%

4 和歌山県 363,041 219,318 472,629 77% 60% 46%

5 宮崎県 589,878 350,672 773,599 76% 59% 45%

6 愛媛県 401,114 246,093 567,833 71% 61% 43%

7 鳥取県 258,926 140,155 350,728 74% 54% 40%

8 三重県 372,600 230,318 577,731 64% 62% 40%

9 熊本県 463,833 280,585 740,479 63% 60% 38%

10 大分県 453,492 237,297 633,974 72% 52% 37%

11 岐阜県 861,636 384,870 1,062,117 81% 45% 36%

12 静岡県 501,007 282,778 778,050 64% 56% 36%

13 秋田県 839,536 411,621 1,161,187 72% 49% 35%

14 山梨県 347,689 153,484 446,537 78% 44% 34%

15 長野県 1,069,673 445,477 1,356,223 79% 42% 33%

16 山口県 437,407 196,260 611,409 72% 45% 32%

都道府県

県土に占める人工林の割合

森林率 

豊富なＴＯＳＡＺＡＩ 

人工林率 
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高知県内の人工林の面積割合を東京・大阪の

地図と比較してみました。 



 

 

 

 

大阪には土佐堀や白髪橋などの

地名が残り、土佐の木材が昔から

たくさん出荷されてきた由来が残

っています。 

 大阪城をはじめ、江戸時代にも

多くの木材が土佐藩から朝廷・幕

府に献上されたという記録が残っ

ています。 

(資料提供：土佐山内資料館) 

建築に土佐材が多く使用されている歴史的建造物 

 

厳島神社 

 

清水寺 

 

西本願寺 

 

 

 

福岡市内に平成 23 年完成した五重の塔にも「高知四万十桧」が使われたと石碑に刻まれています。 
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ＴＯＳＡＺＡＩの歴史と有名な文化財 



 

 

 

 

高知県には全国屈指の木材試験設備を備えた「高知県

立森林技術センター」があります。 

そこで実際に杉の梁桁材に圧力をかけて 240 本の曲

げ破壊試験を行いました。 

その実験結果からＴＯＳＡＺＡＩの強度の高さが証

明されました。 

 

  

 

 

 

 

 

高知県には機械等級区分構造用製材ＪＡＳの認定を

取得している会社が 6 社あり、品質管理された木材を、

責任を持ってお届けできる体制を整えています。 

 今年度は林野庁の補助事業で非住宅建築物にJAS材

を使用した場合に受けることのできる「JAS 構造材利

用拡大事業」にも対応して商品の出荷が可能です。 

 

 

高知県内の機械等級区分構造用製材ＪＡＳ工場 

① レイホク木材工業協同組合 

② 有限会社関西木材建設 

③ 馬路林材加工協同組合 

④ 梼原町森林組合 

⑤ 株式会社吾川森林 

⑥ 高知おおとよ製材株式会社 

ＴＯＳＡＺＡＩは強い（破壊試験） 
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品質管理とＪＡＳ材 



 

                       

 

 

 

高知県内には人工乾燥機を保有する製材業者が 35

社、稼働する乾燥機が 104 台あります。 

信頼のおける確かな建築材として乾燥技術も年々

高まっています。 

乾燥機の室内を減圧して沸点を下げる方式の減圧

乾燥を採用する製材業者もあります。  

 

 

 

ＴＯＳＡＺＡＩの特徴としては白さの中にも少しピンク

色の材が多く見られます。これは他の産地に比べ少し油分

を多く含んでいるためと言われています。 

この美しい役物を求めて毎年全国各地の材木店が高知県

内の木材市場へ買い付けに訪れます。 
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製品の乾燥 

ＴＯＳＡＺＡＩの特徴 



 

 

高知県産木材の消費地での流通の効率化と販売拡大

を図るため契約された木材市場・材木店・運送会社など

です。現在、全国の 25 ヶ所と契約を結んでいます。 

 

  （住宅 1 棟ごと配送）                        （部材の梱包ごと配送） 

1 株式会社ナガオカ 神奈川県川崎市 1 丸宇木材市売株式会社 東京都・茨城県 

2 ザイモクヤ 愛知県知多郡 2 株式会社谷口銘木 大阪府摂津市 

3 有限会社小谷運輸 大阪府大阪市 3 扇木材株式会社 福岡県粕屋郡 

4 株式会社イワイ 大阪府高槻市 4 株式会社山西 愛知県名古屋市 

5 株式会社プレカット中畑 大阪府堺市 5 東京中央木材市場 千葉県浦安市 

6 株式会社頃安木材 大阪府大阪市 6 丸新木材株式会社 神奈川県高座郡 

7 東昌運輸株式会社 東京都昭島市 7 岡山扇木材株式会社 岡山県瀬戸内市 

8 日本住建株式会社 埼玉県飯能市 8 西垣林業株式会社 愛知県名古屋市 

9 三祐木材株式会社 兵庫県神戸市 9 株式会社太洋木材市場 香川県高松市 

10 センコー株式会社 

住宅物流営業本部 

日本全国の支所 10 株式会社大阪木材相互市場 大阪府大阪市 

11 株式会社HIKARIウッドス

テーション金沢・上越・浜

松 

石川県金沢市・新潟県

上越市・静岡県浜松市 

12 竜野ハウジング有限会社 兵庫県姫路市 

13 株式会社ナゴヤ辻分 岐阜県岐阜市 

14 株式会社山木商行 岐阜県岐阜市 

15 新名木材株式会社 愛知県海部郡 

 

 

 

 

 高知県内の流通拠点 (協)高知木材センターから

関東・東海・関西に向けて毎月 5～7 回のトレーラー

が発車しています。 

 

また、高知県西部にある木材市場の(協)西部木材セ

ンターでは関西・中部にむけて A 材専用の「役物定

期便」が昨年度から始まりました。 

 

                          役物も定期的に出荷します。 
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販売拡大拠点の設置 

定期便による配送 



 

 

姫路城の白さの基は「土佐漆喰」なのをご存知でしたか? 

 

高知市の田中石灰工業(株)は純度が高い「土佐塩焼き工法」の漆喰を生産する会社です。その白さ

が認められ国宝や重要文化財の補修に良く使用されています。 

 

 

石灰石・塩・コークスを交互に窯の中へ入

れて焼いていきます。 

 

 

 

手漉き和紙の原料となるコウゾ・ミツマタ等の植物が豊富にあり、高知県は全国有数の和紙の産地

です。 

  

小学校の教科書にも載っているオランダ人のロギール・アウテンボーガルト氏は梼原町の山奥で暮

らす手漉き和紙職人として有名な方です。 
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自然素材の建築材(漆喰) 

自然素材の建築材(土佐和紙) 



 

 

 

 

 大阪府大東市にある土佐材パートナー企業が TOSAZAI の自然素材を使ったモデルハウスを建築しま

した。「高知県土佐の木の住まい普及推進事業」も活用して 8 月末に完成したばかりです。健康にいい無

垢材と漆喰壁にこだわった作りはなかなか見ごたえのある仕上がりになっています。 

早くも見学に来たお客様から新規の受注があったようです。 

昨年 6/23 大阪商談会 

 

高知からの突然舞い込んだ案内ハガキを見て

参加してくれました。 

昨年 11/22 高知県へ産地訪問 

 

高知を訪問し石灰工場と製材所を見学、「無垢

材と漆喰で 1 棟建ててみよう」と約束してく

れました。 

3/14 製材の責任者も現場訪問 

 

納材に問題ないか確認、棟梁からも「いい木

だ」と褒めてもらいました。 

大阪に土佐材モデルハウスができました 
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6 月末にオープンした「かがわ家博」住宅展示場 (高松市多肥上町)、この中に 2 棟の TOSAZAI 住

宅が展示されています。展示期間は 12 月後半まで。 

 

① 土佐材出荷：レイホク木材工業(協) 

  

② 土佐材出荷：梼原町森林組合 

  

 

 

高知県土佐の木の住まい普及推進事業 

 ・土佐材 1㎥あたりの使用で 5,000円（一般住宅・木造住宅） 

・土佐材 1㎥あたりの使用で 15,000円（モデルハウスの建築） 

・土佐材 1㎡あたり 500円（リフォーム・内装工事） 

   今年度より瑕疵担保保険加入の要件が撤廃になりました。 

・土佐材使用工事費の 1/2以内（モデル的商業施設等の建築） 

・お客様への高知県産品の贈呈、1世帯 3,000円以内 

・非住宅建築物に土佐材使用で 1㎥あたりの使用で 10,000円 

(新設)(一部に土佐材の集成材使用などの要件があります。) 

   詳しくは高知県庁のホームページをご覧ください。 

土佐材パートナー企業は全国で

116 社になりました。 
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かがわ家博住宅展示場に 2棟の土佐材住宅が公開中です 

高知県の補助金が改正されました 

(９月末現在) 



 

①  株式会社吾川森林 佐川プレカット 

 

〒789-1203 

高知県高岡郡佐川町丙 5524 

   Tel:0889-20-0280 

Fax:0889-22-9345 

担当者：藤原 富子（代表取締役） 

清流、仁淀川流域にある工場です。 

 

② 馬路林材加工協同組合 

 

〒781-6201 

高知県安芸郡馬路村馬路 2107-20 

   Tel:0887-44-2059 

Fax:0887-44-2136 

担当者：五味 隆仁（専務理事） 

魚梁瀬杉で有名な馬路村です。 

 

③ 協同組合ドライウッド土佐会 

 

〒780-0801 

高知県高知市小倉町 2-8 

   Tel:088-883-8810 

Fax:088-884-1697 

担当者：松岡 賢一（事務局長） 

県内有数の人工乾燥工場 6社が集まった組合です。 

④ レイホク木材工業協同組合 

 

〒781-3618 

高知県長岡郡本山町吉野 305番地 

   Tel:0887-70-1388 

Fax:0887-70-1378 

担当者：中町 和正（販売部長） 

香川・徳島を中心に四国島内での邸別出荷を 

サポートします。 

おもなＴＯＳＡＺＡＩ出荷企業 (邸別出荷 + 漆喰・土佐和紙) 
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⑤ 協同組合高知木材センター 

 

 

 

〒781-0112 

高知県高知市仁井田 4517番地 8 

   Tel:088-847-4411 

Fax:088-847-4430 

担当者：田中 仁志（営業部長） 

木材製品市場として、土佐材の県外発送拠点として、

流通をサポートしています。 

⑥ 梼原町森林組合 

 

〒785-0644 

高知県高岡郡梼原町広野 647 

   Tel:0889-65-0121 

Fax:0889-65-0788 

担当者：西村 寿勝（参事） 

国立競技場の設計に採用された建築家の

隈研吾氏と深く関わりのある梼原です。 

⑦ 田中石灰工業株式会社 (漆喰) 

 

〒781-8125 

高知県高知市五台山 3983番地 

           

Tel:088-878-0566 

Fax:088-884-0289 

担当者：伊吹 知之（石灰事業部次長） 

弊社は操業 120 年、純度の高い土佐塩焼き工法を守り続け

ています。 

⑧ 株式会社クロスロード (土佐和紙壁紙) 

 

〒781-1103 

高知県土佐市蓮池 5722-2 

   Tel:088-852-1166 

Fax:088-855-7565 

担当者：近澤 英文（代表取締役） 

全国に土佐和紙壁紙をお届けしています。 

土佐材流通促進協議会のメンバーは全部で 45 社、他の会員情報は協議会ホームページをご覧ください。 
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高知県産木製品カタログ「こうちの木の気になる本」(平成 25 年版)に

ついて現在、その内容を一新する作業をすすめています。 

10 月末頃には皆様のところへ新しい本をお届けできることになる予

定です。 

高知県産の木工・木製品も宜しくお願いします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人高知県木材協会 

 

 

「こうちの木の気になる本」(平成 30年版)を編集中です。 

次世代へつなぐウッドファースト社会目指し

て 

 

 

 

〒780-0801 高知市小倉町 2 番 8 号 

 TEL:088-883-6721 FAX:088-884-1697 

 http://www.k-kenmoku.com 

 

TOSAZAI センター 
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http://baum-llc.com/
http://hinokikagu.com/

