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こうちの木製品・資材関連の展示会こうちの木製品・資材関連の展示会
森林率日本一の高知県がおすすめします！

　高知県といえば鰹のタタキやホエールウオッチングなど海の印象が強いかもしれませんが、

実は森林率 84％の日本一の「森林県」です。高知県の木材「土佐材」は、古くから大阪とのつ

ながりがあり、大阪城築城の折に長宗我部元親から太閤秀吉へ木材が献上され、また、江戸時

代には、日本で最初の木材市場が開かれた大阪に土佐の山々から多くの良材が出材されました。

大阪には現在でも土佐堀や白髪橋など「土佐材」にゆかりのある地名が残っています。

　この「土佐材」や「土佐材を使った木製品」を関西圏の皆さまにもっと知っていただき、木

の温もりをオフィスや生活空間に取り入れていただきたく、展示会を開催します。

　今回は、土佐材の PR活動を行う「土佐材流通促進協議会」の 10 社が自慢の製品をご紹介し、

併せて防災先進県高知でつくられた防災関連製品の展示も行います。

　令和元年度からスタートした森林環境譲与税。この財源を活用し、子どもから大人までを対象に、
木材や木製品との触れ合いを通じて木への親しみや木の文化への理解を深め、木の良さや利用の意義
を学んでいただく「木育」に取り組む市区町村が増えてきています。
　当展示会では、木のおもちゃをはじめ、様々な木製品を実際に手に取って木の温もりを感じていた
だくことができます。また、会場には森林や木に詳しい TOSAZAI センターのスタッフや高知県の職
員がおり、これから木育や職場の木造化、木質化に取り組みたい皆さま方からのご相談などを承って
おります。

公益財団法人 高知県産業振興センター 東京営業本部（大阪事務所）

展示は全10社！裏面もご覧ください。

日時

場所

令和4年1 月27 日（木） 10：00 〜 16：00

大阪・梅田 「大阪新阪急ホテル」 2F 花の間

企業･団体名：

大阪新阪急ホテル
〒530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 TEL：06- 6372- 5101
●阪急「梅田」駅に隣接（中央改札口より1階に降りて右手）
●JR「大阪」駅 御堂筋北口より、北川陸橋を渡ってすぐ
●阪神「梅田」駅より徒歩約10分
●地下鉄御堂筋線「梅田」駅に直結（地下1階 サンマルクカフェ正面入口）
●新幹線「新大阪」駅より、JR京都線 または 地下鉄で約7分

こうちの県産材と木製品の展示会  参加申込書

mono-osaka@joho-kochi .or . jp

所　属：

商談希望企業番号：

お名前：

お電話番号：

ご滞在予定時間：　　　　　　　　時 ～　　　　　　　　　時 頃

誠に恐縮ですが、ご参加のお申し込みは1月19日（水）迄にFAX又はメール送信にてお願い致します。

防災関連製品で関西の未来を応援します！つなげる、つながる、
防災の絆。高知防災。

タスカル
グリーン

マスクきれいシート 武士手袋

ドクター除菌タオル
お口スッキリシート
MY WET除菌シート350枚

ドクター除菌タオル
お口スッキリシート
MY WET除菌シート350枚籾の火84防災トイレ

高知県ブース https://kochi-bosai.com/

主催：公益財団法人 高知県産業振興センター 東京営業本部（大阪事務所）
共催：土佐材流通促進協議会・高知県木製品工業連合協同組合、高知県

自治体の皆さまへ

ひのき枕

ひのき洗顔石けん

コースターAシリーズ

ひのきボディクリーム

保湿成分と
美容成分を高配合した
こだわり処方の贅沢設計

四万十ひのきオイル
＋もちもち泡

枠練り製法で仕上げた

厳選した四万十桃色小粒ひのき
清涼な香りは、毎日が森林浴

心地よい癒しの枕
お祝いやプレゼントにも喜ばれています

厳選した四万十桃色小粒ひのきと
四万十ひのきオイルの抗菌性について
微生物研究センター等における
弊社製品試験データの公開

四万十ひのきOIL 各種 用途別に選べます

10 ひのき屋❾ フォレスト

https://hinokiya-tosa.comhttp://forest-tosa.jp

江戸時代より伝わる「小紋柄」を、
高知県産竹集成材に レーザー加工で
施した和物の逸品。

卓上名刺名入れ 亀甲花菱
高知県産竹集成材に日本古来から美し
い「小紋柄」をレーザー加工し、ひとつ
ひとつ手で組み、仕上げにオイルを塗装
した和物の逸品です。また化粧箱は、
土佐嶺北産の杉集成材
を使用しております。



大型製材工場として令和4年4月に操業開始

桧の玩具、柔らかく暖かな手触り、
幼い頃から木に親しむことで
お子様に優しさを。
すべて手作りです。

TEL:0880-22-1241　FAX:0880-22-2544

❶ 協同組合 高幡木材センター
四万十川流域には杉・桧の良質な木材があり、木材業界では
「四万十ヒノキ」ブランドとしても有名です。この豊かな木
材資源を利用し、2022年4月に新製材工場を稼働、建築用材の
販売を開始いたします。新工場は最新製材機械とバイオマス
ボイラーによる最新乾燥機を導入すると共に、機械等級区分
のJAS材に対応するグレーディング設備を併設しています。住
宅建材はもとより非住宅分野の建築向けの高品質材を安定的
かつ大量にスピードをもって、市場価格にて供給いたします。

組子細工とは、釘を使わずに木と木を組み合わせて様々な文様
を表現する日本古来の伝統技術です。
土佐組子では、その伝統工芸を新しい素材や技術と融合させ、
建築から木製品まで幅広く創造、提案しています。

豊かな大自然が広がる高知県。木毛（も
くめん）とは木材をそうめん状に削った
天然の緩衝材です。また、当社では緩
衝材としての利用に加えて、「ひのき
」の香りによるリラックス効果や「く
すのき」の抗菌・防虫・防カビ効果、さらには消
臭効果など、100％自然素材である高知県産材をそ
の特性に合わせて、様々な商品を開発、販売して
います。

ほんのりと木の香りのする木のお花「か
なばフラワー」です。
木材を削るときに出るかんな屑を高知県
では「かなば」と呼びます。
東京を拠点に杉や桧のかなばを使いひと
つひとつ手作りで花へと再生し環境に配
慮した作品作りを行なっています。

❹ 有限会社 戸田商行

❻ 株式会社 山のくじら舎❷ 株式会社 土佐組子

❸ 土佐草木花

https://tosakumiko.jp

https://www.tosasomokka.com https://www.toda-shoko.com/

https://yamanokujira.jp

麻の葉文様の蓋は
トレーとしての利用も
可能です。

RonRonPannier
（ロンロンパニエ）

小さな麻の葉文様が
密に組み込まれた
カードケースです。

CARD CASE ASANOHA

かなばフラワーの式典用胸章。
既存の胸章とはひと味違う
木の香りのする胸章です。
桧のかなばの花びらにイベントに
合わせたリボンと花の芯のカラーを
お選びいただけます。

式典用胸章

木の自然な色合いを生かして
作った色んな食材が揃った
ままごとセットです。

ままごとセット
本格的な道具が沢山詰まった
大工さんセット。ブロックや
釘を組み合わせ、いろんな形を
作ることができます。

ちびっこ大工道具セット

森林環境に配慮した木材を
活用し、木のぬくもりを感じる
ノベルティ雑貨や玩具を
お作りします。

木製ノベルティ雑貨

杉や桧の板にかなばフラワーをアレンジしています。
イベントの用途にあわせた花の色を選んで
製作させていただきます。

フラワープレート

組子の七宝柄と樹脂を
ハイブリッドした
ジャパンモダンな時計です。

Melon

木毛製品
もく めん

古くから防虫剤として大事な衣類を
守る効能効果がある樟脳（しょうの
う）で知られる楠（くすのき）を100％
使用したシューズキーパー。耐水性
のある土佐和紙で包み、優れた消
臭、吸湿効果を発揮します。

楠シューズキーパー
くすのき

枕に乗せてご使用ください。ヒノキ
のリラックス効果をお休み中に感じ
ることができます。抗菌・殺菌効果、 
消臭・吸湿効果も高く、爽やかにお
使いいただけます。

はなもくひのきアロマシート

❺ 株式会社 なかよしライブラリー

http://wooden-toy.net

❽ TAKEDA GANGU（武田玩具）

https://takedagangu.thebase.in

もんよう

イラストを立体化してみたい、という思いから生まれた木の
おもちゃ。色を付けた木に“iroki”と名づけカラフルに仕上げ
た木のおもちゃたち。お子さんが遊んだ後にも「インテリア
として飾っておける」をコンセプトに制作しています。

店舗や施設向けに【国産材100％】を使ったキッズルームをご提案して
います。
集客や木育事業のお手伝いをさせていただきます。
●キッズスペースレンタル
木の家具・絵本・おもちゃなどを【定額制】【商品入替可能】でご提供
させていただきます。
●森林環境譲与税の活用
地元木材を活用した自治体様の木製玩具の配布事業などへのご提案
もさせていただきます。

木のおもちゃと子ども家具・遊具の専門店です

高知県産ヒノキを使用して
木のおもちゃや雑貨などを制作

学習机やソファなどの大型家具から、 子ども向けの玩具や小
型家具まで、やさしいヒノキの香りで生活が豊かになる製品
をお届けいたします。

四万十ヒノキの、ヒノキカグ。

オリジナル家具

ヒノキカグでは、お客様が必要とする家具のオーダーメイド
にもお応えします。 必要な機能と設置場所の寸法、ご予算を
お教えいただけましたら、約2週間でデザイン案と概算見積を
無料で作成。

オーダーメイド家具

❼ 四万十町森林組合 大正集成材工場

http://hinokikagu.com/item


