
 

 

                         

 

2018（平成 30）年 12 月 20 日 

「WOOD コレクション（モクコレ）2019」広報事務局 
 
 

東東京京ををははじじめめ、、日日本本各各地地のの地地域域材材をを活活用用ししたた木木材材製製品品展展示示商商談談会会  

「「WWOOOODD ココレレククシショョンン（（モモククココレレ））22001199」」のの出出展展者者がが決決定定  
過過去去最最多多のの 4400 都都道道府府県県かからら合合計計 330088 のの企企業業、、団団体体ななどどがが集集結結  

～高い技術を駆使した魅力的な木材製品を多数そろえました～ 

 

東京都を中心となり開催する、日本各地の地域材を活用した建材や家具などの木材製品展示会

「WOOD コレクション（モクコレ）2019」（以下、モクコレ）を、2019（平成 31）年 1 月 29 日（火）

～30 日（水）に東京ビッグサイトにて開催いたします。2016（平成 27）年より開催されている本展は、

今回で 4 回目の開催を迎えます。今回は過去最多の 40 都道府県から合計 308 の企業、団体などを迎え

て開催する運びとなりました（出展者一覧は別紙 1 を参照）。 

家電、車、Made in Japan に代表される日本のものづくりにはじまり、食材・産品、海外文化のウイ

スキー・ワインといった酒類、繊維・シルクなどの素材に至るまで、国産の価値が見直され新しい付加

価値が生れる現在。モクコレでは、木材における国産価値を見出すと共に、今後の木材産業発展に向け、

日本全国の木材製品・技術の展示・商談機会を提供いたします。 

なお、本日 12月 20日（木）より、公式サイトでの事前登録を開始いたします。 

多くの皆様のご来場をお待ちしております。 
 

＜「WOODコレクション（モクコレ）2019」開催概要 ＞ 

【日 時】2019（平成 31）年 1 月 29 日（火）～30 日（水）10:00～17:30 ※30 日は～16:30 まで 

【場 所】東京ビッグサイト 東 7・8 ホール（東京都江東区有明 3-10-1） 

【主な展示・イベント】（入場無料、事前登録） 

① 展示エリア 

   ・全国 40 都道府県ごとにエリア分けされた、日本各地の魅力的な木材製品が並ぶ展示ブース 

   ・【グッドデザイン賞inモクコレ】 

公益財団法人日本デザイン振興会と連携し、最新の受賞作品の中から国産材を使用した製品を

セレクト展示。また、過去の作品の中で特に話題性・インパクトの高かった製品を展示 

・【「ETHICAL INTERIOR」～未来を拓くエシカルインテリア～】 

    一般社団法人 日本フリーランスインテリアコーディネーター協会の協力を得て、木材製品を活 

    かしたインテリアを提案する企画展示 

   ・【木塀の特設展示コーナー】出展者提供による実物の展示 

② ステージプログラム 

・著名な建築家や学識経験者によるセミナー 

【主 催】WOOD コレクション（モクコレ）2019 実行委員会 

【後 援】林野庁、（一社）全国木材組合連合会、全国森林組合連合会、（公社）国土緑化推進機構、 

     日本経済新聞社 

【公式サイト】http://www.mokucolle.com/ ※事前登録もこちらから 

【出展都道府県】 
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、 
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、愛媛県、高知県、 
福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 
＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞ 

「WOOD コレクション（モクコレ）2019」（共同 PR 内） 担当：安田、中込、斉藤 
TEL：03-3575-9823 メール：mokucolle2019-pr@kyodo-pr.co.jp 
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（別紙 1） 
 

「WOODコレクション（モクコレ）2019」出展者一覧（都道府県別・50音順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東京都 山形県 山梨県 福井県 マルヨシ

秋川木材共同組合 相原木材 やまなし水源地ブランド推進協議会 ふくい県産材販路拡大協議会 八幡浜管材協同組合

イトーキ 杉山木工 やまなし水ブランド 三重県 高知県

内田洋行 ニューテックシンセイ 静岡県 小川耕太郎∞百合子社 井筒屋

江間忠木材 山形工房 オールスタッフ 森林組合おわせ クルミ工房

鹿島建設 たくみまさの 岳南木工商会 松阪木材 高知県木製品工業連合

キーテック ワンツー 鹿島木材 三重県木材協同組合連合会 高知県林業活性化推進協議会

クネット西東京 福島県 キシル 奈良県 小高坂更生センター

大建工業 江戸川ウッドテック きんぱら 黒滝村 土佐材流通促進協議会

竹中工務店 協和木材 J・ウッド 谷一木材 土佐籠

多摩産木材活用 あきがわ木工連 芳賀沼製作 静岡県木材協同組合連合会 奈良県木材協同組合連合会 ドライウッド土佐会

帝国器材 福島県木材協同組合連合会 静岡木材業協同組合 東吉野村 福岡県

テクノトゥールズ 藤田建設工業 清水港木材産業 森庄銘木産業 九州木材工業

東京FEC研究会 みなみあいづ森林ネットワーク 中部メンテナンス 吉田製材 熊本県

東京都森林組合 栃木県 デジタルファブリケーション 吉野町 くまもと県産森林認証材供給協議会

東京都／東京都農林水産振興財団 鹿沼市みなとモデル登録事業者連絡会 天竜森林組合 和歌山県 熊本県木材協会連合会

東京木材市場買方組合東友会／木材流通推進協議会 鹿沼の木工（鹿沼WooDINFILL） ノダ かつら木材商店 大分県

日本住宅パネル工業協同組合 東日本支所 鹿沼の木工（鹿沼市森林認証協議会） BbWoodJapan 川口建設 カネサダ横尾木工所

ニュースト 鹿沼の木工（鹿沼のすごい木工プロジェクト） フジヒノキメイド有限責任事業組合 嶋本木工所 トライ・ウッド

檜原村木材産業 田村材木店 マルホン 白樫木材 日田家具工業会

プラセラム 「日光の木」利用総合戦略委員会 愛知県 チェンソーアート・ジャパン 宮崎県

FRONTIER JAPAN 二宮木材 桜屋 丸紀 イエムラ

北三 ヤギサワ 杉生 山長商店 海野建設

細田木材工業 群馬県 石川県 京都府 川﨑クラフト

みなと森と水ネットワーク会議 群馬県ウッドクラフト作家協会 アルボカンパニー 京都府京都林務事務所 コイヤ協議会

北海道 群馬県産2×4材販路拡大グループ 石川県木材産業振興協会 大阪府 高嶺木材

群馬県森林組合連合会 加賀木材 清光林業 ナイス

群馬県木材組合連合会／群馬県 金沢木材協同組合 紅中 宮崎県木材協同組合連合会

ウッドファイバー 群馬県木工振興協会 シモアラ 兵庫県 宮崎県木材利用技術センター

エステー 佐々木木材防腐 中東 木原木材店（北はりま小径木加工センター） 丸満産業

杏和建具 埼玉県 東森木材 上月ウディックス 鹿児島県

釧路森林資源活用円卓会議 おぶすま福祉会 飯能事業所 鳳至木材 シェアウッズ 奥建具製作所

栗山家具有限責任事業組合 Ki＆プロジェクト／NPO法人西川・森の市場 北陸リビング社 兵庫県農政環境部農林水産局林務課 鹿児島県林材協会連合会

ササキ工芸 島崎木材 南加賀木材協同組合 兵庫県木材利用技術研究会 クリスタル鹿児島

札鶴ベニヤ 千葉県 ムラモト 木栄 黒松製材建設

三和シヤッター工業 亀村木材 森の窓 鳥取県 さつまファインウッド

昭和木材 キーテック 岐阜県 鳥取CLT ドリーミィ大和

瀨上製材所 越井木材工業 ARTS CRAFT JAPAN 島根県 山佐木材

Zen 千葉県木材振興協会 エスウッド 飯石森林組合 沖縄県

空知単板工業 ちばの木活用研究会 加子母森林組合 出雲木材市場 うりぼう

匠工芸 ちばの木づかい協議会 岐阜県／ぎふ性能表示材認証センター 隠岐島木材業製材業協同組合 沖縄マーケットプランニング

道産木材製品販路拡大協議会 ティ・エス・シー 岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアム 佐々木馬一商店 国頭村

東邦木材 木材活用地盤対策研究会 桑原木材 島根県西部山村振興財団 GRAIN

中野製作所 山二建具 後藤木材 石東林業商会 工房島変木

ハルキ 神奈川県 セブン工業 迩摩林業 洋屋

北海道木材利用推進協議会 市川屋 トーホー 日高林産 ブルーム

松原産業 神奈川県建具協同組合 中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会 平和木工 全国団体

丸善木材 かながわ森林・林材業活性化協議会 飛騨産業 渡部製材所 国土緑化推進機構

武藤工業 さがみ湖 森・モノづくり研究所 飛騨高山森林組合 広島県 全国LVL協会

青森県 日本木槽木管 本庄工業／篠田 一場木工所 全国森林組合連合会

青森県 堀内ウッドクラフト 丸七ヒダ川ウッド 中国木材 全国木材組合連合会・全国木材協同組合連合会

SOMA青い森 諸戸林業 ヤマガタヤ産業 土井木工 日本インテリアコーディネーター協会

日本の窓 ラ・ルース ヤマコー 中本造林 日本合板工業組合連合会

ファーストプライウッド 新潟県 富山県 広島県木材組合連合会 日本CLT協会

村口産業 朝倉家具 東工業 徳島県 日本集成材工業協同組合

岩手県 魚沼木材 和泉家具製作所 エヌ・アンド・イー 農林中央金庫

岩泉フォレストマーケティング 大川屋製材所 ウッドスタジオ 山城もくもく 森を育む紙製飲料容器普及協議会

岩泉の明日の林業をつくる会 太田材木店 ウッドリンク 大利木材 林野庁（研究指導課）

岩手県森林組合連合会 お山の森の木の学校 大谷組 徳島県木材協同組合連合会

岩手県木材需要拡大協議会 山北木材加工 小野沢家具店 那賀ウッド

シオン ナカムラ工房 河島建具 愛媛県

木楽創研 新潟県木材組合連合会 岸田木材 E-CLT

高吟製材所 マルユー シモタニ 瓜守材木店

TOKUTA 室岡林業 設計工房MandM 宇和国産材加工協同組合

マルヒ製材 山新林業 寺勇商事 愛媛県森林組合連合会

森谷材木店 長野県 富山県西部森林組合 愛媛ドライウッド

宮城県 長野県森林整備加速化・林業再生協議会 とやまの木せいひん研究会 愛媛林産商事

石巻合板工業 長野県木材協同組合連合会 ひみ里山杉活用協議会 菊地木材

クラフトショップもくもくハウス 山梨県 藤島木材工芸 久万広域森林組合

登米市森林管理協議会 元旦ビューティ工業 松田木材 河野興産

宮城県CLT等普及推進協議会 キーテック 元尾商店 サイプレス・スナダヤ

秋田県 榊工業 吉森ガラス 成瀬製材所

秋田県木材産業協同組合連合会 モック犬橋 ラミネート・ラボ 日野相互製材所

網走東部流域森林・林業活性化協議会、

網走西部流域森林・林業活性化協議会


