
 

 

 

2019.11.21(木)大田区産業プラザ (京急蒲田駅すぐ近く) 

    1 階 B会議室(東京都大田区南蒲田 1-20-20) 

        18:00～20:30 

 

 

 

 

 

   主催：土佐材流通促進協議会 
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来場 来場 

来場 

来場プレゼント 個別商談 

高知県の 

補助金説明 



プログラム 1.      土佐材セミナー  約 30 分 

 

高知県の自然素材専門家が 

土佐材の品質などを 

ご説明いたします。 

 

① ① 高知の木材について 

② ② 土佐の漆喰について 

 

 

 

プログラム 2.   高知県の補助金をご説明 約 30 分 

    

 

 

土佐材のご利用にあたって交付される 

高知県からの 

補助金等のご説明いたします。 

 

③  ③ 土佐材パートナー制度について 

④  ④ 産地商談会事業について 

 

プログラム 3.   各ブース商談     約 80 分 

  

   高知県内の各メーカーとの個別商談ができます。 

    品質・価格・配送などについてご質問ください。 
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土佐材パートナー企業になっていただけませんか？ 

 

土佐材パートナー企業登録とは 

① 高知県産の木材を使用し、高知県以外で木造住宅あるいは木造施設を建築した

場合、その使用材積などに応じて、高知県から補助金が出る制度があります。 

② 補助金を受けるには、事前に「土佐材パートナー企業登録」をしておくことが

必要です。 

③ 申込み・登録料は無料です。 

④ 高知県からの補助についての概略は下記のようになっています。 

  ・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平方ｍあたり 500円（リフォーム・内装工事） 

  ・土佐材 1㎥あたりの使用で 15,000円（モデルハウスの建築） 

  ・土佐材非住宅建築物 1㎥あたりの使用で 10,000円 

  ・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 

   詳しい内容につきましては当日、会場にてご説明いたします。 

土佐材パートナー企業登録のお申し込みは 

高知県庁のホームページ「高知県土佐の木の住まい普及推進事業のご案内」から

必要書類をダウンロードし、申請してください。 

ご出席の方には、当日、会場にて申込み用紙をお渡しできます。 

現在契約中の土佐材パートナー企業は全国に 123 社 

 (関東 37、中部 3、近畿 49、中国 5、四国 28、九州 1) 

  土佐材流通促進協議会のホームページにてご覧いただけます。 
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厳島神社の修繕（床板張替）にも土佐材が使用されています。 

製品：ヒノキ 100年生赤身 

   天然乾燥床板 

製材所：佐竹木材有限会社 

    （高知県四万十市） 

 

（写真は観光ホームページから転写） 
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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。 

関東・関西に邸別出荷をしています。 

  

② 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） 

 

コーモクスーパーサーモ 

(サーモウッド)が好評です。 

 

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。邸別出荷もできます。 

参加会員の紹介 
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③ 協同組合ドライウッド土佐会 

 

〒781-0801 

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。邸別出荷をご提案できます。 

 

 

④ 株式会社モリシカ 

 

〒781-2133 

高知県吾川郡いの町加田 1571 

   Tel: 088-855-7720 

Fax: 088-855-7730 

担当者：井上 純人（代表取締役） 

 

壁紙用の土佐和紙を製造・卸売販売してい

ます。瀬戸内方面にもお得意様がたくさんお

いでます。 

 

 

新しい工場に移転しました。 

工場見学もできます。 
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⑤ 田中石灰工業株式会社 

 

〒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。 

 

 

姫路城の漆喰は当社の製品です。 
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〒780-0946 

高知県高知市上本宮町 136-2 

   Tel:088-854-6363 

Fax:088-854-8627 

担当者：江西 由紀（代表取締役） 

 

まーるいテーブルを造りました。 

 

  

p.9 

⑥ 株式会社イータスインザルーム 



高知県産木材加工品の地産外商活動を目的として造られた団体です。現在会員数は46社。 

製材工場 

1 有限会社秋山木工場 10 有限会社丸桧 

2 馬路林材加工協同組合 11 山和木材株式会社 

3 有限会社関西木材建設 12 レイホク木材工業協同組合 

4 窪内木材株式会社 13 嶺北林材協同組合 

5 昭和木材株式会社 14 佐竹木材有限会社 

6 中越製材所 15 有限会社山上木材 

7 西土佐村森林組合 16 合名会社後田製材所 

8 有限会社日高製材所 17 有限会社濱田製材所 

9 株式会社森岡木材 18 相互木材株式会社 

板加工・販売 

19 社会福祉法人一条会四万十工房 

 

 

20 丸和林産株式会社 

 邸別出荷 

21 協同組合ドライウッド土佐会 

22 株式会社吾川森林佐川プレカット 

23 梼原町森林組合 

24 有限会社窪田木材 

25 有限会社下元住研 

 プレカット工場 

26 高知県木材商業協同組合高知プレカット 

27 正和木材株式会社 

 木材市場 

28 協同組合高知木材センター 

29 協同組合高幡木材センター 

30 協同組合西部木材センター 

家具等の木製品・加工品 

31 池川木材工業有限会社 37 山のくじら舎 

32 四万十町森林組合大正集成工場 38 株式会社イータスインザルーム 

33 株式会社エコアス馬路村 39 株式会社土佐龍 

34 ばうむ合同会社 40 有限会社戸田商行 

35 高知県木製品工業連合協同組合 41 株式会社なかよしライブラリー 

36 クルミ工房 42 株式会社コスモ工房 

  43 株式会社土佐組子 

土佐和紙・漆喰 

44 株式会社クロスロード 45 田中石灰工業株式会社 

46 株式会社モリシカ   

土佐材流通促進協議会とは 
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邸別配送の流通拠点(関東地域) 

あらかじめ 1 棟分の部材を配送拠点に運び、そこから建築の工程に応じて、数

回に分けて必要な部材を現場へ運搬することができます。 

建築現場の近くに資材置きのスペースが無い場合や、狭小地での建築に対応し

ています。費用の一部に補助金が活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東地域での邸別配送の流通拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センコー戸田 

東昌運輸 

日本住建 

センコー厚木 

センコー伊那 
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ご来場記念品 

  ご来場の方、皆様にご来場記念品があります。 

  （受付にて御名刺を頂戴いたします。） 

  ご入場の際、説明会資料と一緒にお受け取りください。 

 

全員 
 

 

   

スピードくじ 

  空くじなし     全員 
 

 （各種おみやげの中から必ずなにか「すてきな土佐の

品」が 1 つ当たります。） 

ご退出の際、おひとり様 1回の運試し 

 

 

 

 

 

 

 

土佐材流通促進協議会事務局 

                  〒781-0801 高知県高知市小倉町 2-8 

                       一般社団法人高知県木材協会内 

 Tel:088-883-6721   fax:088-884-1697  

                    mail:info@k-kenmoku.com 
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