Ｒ３あいち認証材製品利用促進事業

対象製品抜粋版

あいち認証材製品カタログ
＜令和元年 10 月＞

■ 本カタログについて
本カタログは、「あいち認証材」を使った製品を掲載しています。掲載された製品につ
いてのお問い合わせ先は、事業者一覧表をご覧ください。
また、事業者情報については、あいち認証材ホームページにも掲載されていますので、
そちらも参考にして下さい。
あいち認証材 URL

http://www.aichi-wood.com/index.html

■ 「あいち認証材」とは
愛知県内で産出された木材であることを「愛知県産材認証機構」の認定事業者によって
証明された木材、製材加工品のことです。

愛知県産材認証機構
設立年月日

平成 21 年 3 月 19 日

構

(一社)愛知県木材組合連合会、愛知県森林組合連合会

成

員

愛知県集成材工業組合、愛知県木材買方協同組合
愛知県木材市場連盟、中日本合板協同組合
事

務

局

(一社)愛知県木材組合連合会

認定事業者

機構に登録し、認証材であることを証明する事業者

認証材の証明

出荷時に伝票等に「あいち認証材」と表示
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○ 江間忠ウッドベース㈱ TEL:0533-66-2021
・無垢の風合いと集成材の安定性を兼ね備えた梁材。厚板
に製材して十分に人工乾燥（中温）した後、3 枚貼り合わ
せた安心の材。

○

片桐銘木工業㈱

TEL:0567-32-0800 構造材担当:安城、床材担当:野田
● 国産杉

構造用集成材

最大寸法:短辺 220 ㎜×長辺 600 ㎜×長さ 14000 ㎜
JAS 規格構造用集成材（JAS 認定工場

JPIC-LT97）

樹種:スギ
・JAS 規格、大断面（断面寸法 150 ㎜以上×200 ㎜以上）
の構造用集成材が製作可能。端部、登り梁などの特殊加工
が NC5 軸加工機にて可能。
● 国産桧

構造用集成材

最大寸法:短辺 220 ㎜×長辺 600 ㎜×長さ 14000 ㎜
JAS 規格構造用集成材（JAS 認定工場 JPIC-LT97）
樹種:ヒノキ
・JAS 規格、大断面（断面寸法 150 ㎜以上×200 ㎜以
上）の構造用集成材が製作可能。端部、登り梁などの特
殊加工が NC5 軸加工機にて可能。

● 国産杉フロ−リング（硬化塗装品）
D12 ㎜×W115 ㎜×L3900 ㎜
樹種:スギ
・無垢の表情はそのままに、弊社の塗装技術で傷がつき
にくい杉フローリングを実現しました。
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○ 大日本木材防腐㈱本社工場

TEL:052-661-1531

担当:工場営業チーム

● 保存処理ヒノキ土台
T105×W105×L4000、3650、3000mm
樹種:ヒノキ
・土台という部材の耐久性を十分に確保するため、辺
材部に保存処理を行ったヒノキ土台です。

● 保存処理加工製品（どうぶち）
L3m 品（T18×W45、T18×W90、T15×W45、T15×
W90mm）
L4m 品（T15×W90、T18×W45mm）
樹種:スギ
・外壁の下地材である胴縁材に保存処理を行い、耐久
性を高めました。保存性能は JAS K3 に相当します。通常の胴縁・通気胴縁の 2 タイプ
があります。

○ 桑原木材(株) TEL:0568-67-4111 担当:天野
● 国産桧・杉

準不燃木材

Moen

z(モエンズ)

国土交通省大臣認定(平成 28 年 8 月認定)
無節

無塗装・ウレタン塗装品

L1820~4000×W105~×D12mm 他
上記以外のサイズ等はご相談ください。
樹種

ヒノキ(QM-0852) スギ(QM-0853)

・原材料を有効利用・集成することで、幅広いフローリングに仕上げました。
・薬剤開発、原材料から加工処理まで自社工場で一貫して行う事で、高品質・低コストを
実現。全数量検査を行い品質管理も徹底しています。

● 国産材 集成材(フリーバン)
無節・節有り

無塗装品

(ホルムアルデヒド：F☆☆☆☆)

L4200×W500・600×D20〜36mm
樹種

表バットジョイント

ヒノキ・スギ

・様々な用途に合わせて使いやすい、良質な国産材を使用した集成材です。
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○ 大建工業㈱中京支店

TEL:052-205-5811

● コミュニケーションタフ ＤＷ 直張り工法
直張り：13.5(15.0)㎜×96 ㎜×905mm、36 枚(3.12 ㎡入り)
JAS、F☆☆☆☆複合フローリング
樹種

愛知県産

スギ・ヒノキ

・スギ、ヒノキの美しさをそのままに、土足用に使える床材にしました。
・公共・商業施設に最適。施工は接着剤使用の直張りタイプです。

● コミュニケーションタフ ＤＷ 捨張り工法
12 ㎜×94 ㎜×909mm、36 枚(3.07 ㎡入り)
JAS、F☆☆☆☆複合フローリング
樹種

愛知県産

スギ・ヒノキ

・スギ・ヒノキの美しさをそのままに、土足用に使える床材にしました。
・公共・商業施設に最適。施工は釘打ち捨張りタイプです。

コミュニケーションタフ（スギ）

○ 天龍木材㈱

コミュニケーションタフ（ヒノキ）

TEL:0538-66-1988 担当:製造部管理課

住吉

● プレスウッド直貼用（複合フローリング）
D15×W90×L900（㎜）
表面：3 ㎜ 60％圧縮材（愛知県産「杉」使用）
基材：9 ㎜国産針葉樹合板
裏面：3 ㎜カルプ貼り
JAS（JPIC-FL66）
樹種

/

ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装

/

杉

・表面単板にスギ 60％圧縮硬化単板を使用し、国内森林資源の有
効活用を考えたエコフローリングです。基材は、国産材針葉樹合板仕様ですが、愛知県産
材合板での対応も可能です。
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● プレスウッド釘打用（複合フローリング）
D15×W90×L1,820（㎜）
表面：3 ㎜ 60％圧縮材（愛知県産「杉」使用）
基材：12 ㎜国産針葉樹合板
JAS（JPIC-FL66）
樹種

/

ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装

/

杉

・表面単板にスギ 60％圧縮硬化単板を使用し、国内森林資源の有効
活用を考えたエコフローリングです。基材は、国産材針葉樹合板仕様ですが、愛知県産材
合板での対応も可能です。

● プレスウッド無垢タイプ（フローリング）
D15×W105×L1,820（㎜）
15 ㎜ 40％圧縮材（愛知県産「杉」使用）
ｾﾗﾐｯｸｽ UV 塗装

/

樹種

杉

・スギを 40％圧縮硬化した無垢タイプのフローリングです。

○ 飛騨産業㈱

TEL:052-243-1321

担当:コントラクト事業部

関谷

●圧縮スギ無垢フローリング
サイズ：厚み 15×幅 100×長さ 1820mm

四面本実エンドマッチ加工

※床暖仕様：厚み 15×幅広 70×長さ 910mm
塗装：ポリウレタン樹脂塗装もしくはセラミック塗装
圧縮率：35%もしくは 50%
・圧縮加工にて強度を増したスギのフローリングです。35%圧縮でタモ程度、50%圧縮で
ナラ程度の表面硬度に相当します。固定化処理により、寸法安定性にも優れています。
・ご使用になられる空間の寸法に合わせて製作致します。施工まで承ります。
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○ 後藤木材㈱マイウッド圧密事業部 TEL:058-370-2100 担当:事業部

小越

● つよスギ圧密厚貼フローリング
T15×W90×L895mm
表面：3 ㎜愛知県産及び国産スギ 60%(ヒノキ 50％)圧縮材
台板：12 ㎜愛知県産及び国産針葉樹合板
樹種：スギ、ヒノキ

あいくる材認定 12)-7

・地域産材を圧密加工し、安定した品質と性能を兼ね備え実績も多い製品です。土足で使
用する物件、体育館などのハードな使用下でも対応できます。

● つよスギ圧密厚貼フローリング(直貼工法用)
T15×W90×L895(㎜)
表面 3 ㎜愛知県産材及び国産スギ 60％(ヒノキ 50％)圧縮材
台板９㎜国産針葉樹合板
樹種

クッション材 3 ㎜

スギ、ヒノキ

・地域産材を圧密加工し、安定した品質と性能を兼ね備え実績も多い製品です。土足で使
用する物件、体育館などのハードな使用下でも対応できます。
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○ 江間忠木材㈱

TEL:03-3533-8211 担当:エコライフ事業部

竹内

● エステックウッド
30×50×2m/4m、20×90×2m/4m
30×105×2m/3m/4m、36×90×2m/3m/4m
36×136×2m/3m/4m、30×180×2m/4m
90×90×2m/3m/4m、15×90×2m/4m
100×200×2m
ノンケミカル防腐・形状安定・軽量化木材（窒素加圧加熱処理高
耐久化天然無公害木材）
樹種:主にスギを使用
・ウッドデッキ、遮光ルーバー、木塀、内外壁、フローリング、
枕木などに使用して頂けます。

○ ニチハ㈱ TEL:03-5205-3911 担当:松原
● 外壁「オフセットサイディング」
、野地板「センチュリー耐火野地板」
［オフセットサイディング］寸法(厚み×幅×長さ)
・COOL イルミオ

16×455×1820 ㎜

・モエンエクセラード
・ モエンサイディング

16×455×1820/3030 ㎜

w

「センチュリー耐火野地板」

14×455×3030 ㎜
18/25×910×1820 ㎜

樹種:スギ、ヒノキ
注）名古屋工場・衣浦工場生産品のみ対象
・セメントと木材チップ（木繊維化したもの）をハイブリットした高強度・高耐久かつ防
耐火性能を有する製品。住宅から非住宅まで幅広く対応。またクリーンウッド法にも対応
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○ 越井木材工業㈱

TEL:06-6685-2064 担当:西日本 SD 新家

● 水蒸気式高温熱処理木材・保存処理木材・樹脂含浸積層材・一般製品
樹種

スギ、ヒノキ

● スーパーパネル（不燃材／準不燃材／難燃材）
不燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×18 ㎜
準不燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×12 ㎜
難燃スーパーパネル：3000／2000／1000×85×12 ㎜
上記以外のサイズ、等級についてはご相談ください。
国土交通省認定品（不燃：NM-1031／準不燃：QM-0429／難燃：RM-9349）
AQ 認証取得（AQ-219-N1-1）
樹種：スギ上小
・当社製品は全数検査による徹底した品質管理を行っております。不燃、難燃については
白華防止塗装を施した製品についても認定を取得しています。

○ 小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部

石松

● デッキ材
40×105×2000~4000 ㎜
あいち認証材

防腐・防蟻処理あり

樹種：ヒノキ
・防腐・防蟻処理により、未処理材に比べさらに腐りに
くく、シロアリに強いです。

● 木レンガ
25×97×97~197 ㎜
あいち認証材

防腐・防蟻処理あり
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樹種：ヒノキ
・お好きな色に着色することが可能です。木レンガの組み合わせパターンにより表情が変
わります。

● 不燃木材・準不燃木材
国土交通省大臣認定

不燃・準不燃木材

樹種:スギ・ヒノキ・ベイツガ(無節上小)
・不燃材注入後も木の香りが残り、材の持つ調湿作用もそのままで通常の無垢木材と見分
けがつかないのが大きな特徴です。

● 準不燃タイル
あいち認証材

準不燃木材

12×95×95 ㎜
樹種:スギ・ヒノキ
・内装制限のかかる場所でも使用可能です。
・一つ一つ個性があるので、オンリーワンのデザインに仕上
がります。

● よろい張り板
9~12×159×4000 ㎜
あいち認証材

防腐・防蟻処理木材

樹種:スギ
・浸透性の塗料でお好きな色へ着色することも可能で
す。
・日の当たり方で表情が変わります。
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●

外装用羽目板

18×105×4000 ㎜
防腐・防蟻処理あり
樹種:スギ、ヒノキ
小原木材㈱ TEL:0564-51-4556 担当:木材＋部

石松

・経年変化で、上品さを感じさせるシルバーグレーになり
ます。
・和風だけでなく、洋風にも自然に溶け込みます。

○ ㈱ビシュウ

TEL:0568-81-1711 担当:永井

● 不燃木材
国土交通省大臣認定

不燃木材

NM-1704 杉 厚み 12〜50mm

／NM-1701 桧 厚み 12〜50mm

樹種:スギ、ヒノキ
・特許登録のレーザーシステムによる全数検査のミルシートの提出が出来ます。
・自社のコーンカロリー試験機での成績表も可能です。

● 準不燃木材
国土交通省大臣認定

準不燃木材

QM-0001/0537 杉 厚み 12mm

／QM-0505/0026 桧 厚み 12m

樹種:スギ、ヒノキ
・特許登録のレーザーシステムによる全数検査のミルシートの提出が出来ます。
・自社のコーンカロリー試験機での成績表も可能です。

○ ㈱翠豊

TEL:0574-73-1458 担当:今井

● 不燃木材

もえーせん

不燃木材・準不燃木材

厚 12 ㎜〜

国土交通大臣認定品
上記以外のサイズ等はご相談ください。
樹種

スギ・ヒノキ

・塗装認定有（厚 18 ㎜〜）
・羽目板、ルーバー加工等対応可能
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「愛知県産材を活用した木塀カタログ」掲載製品
イメージ写真
製品１ 上地木材株式会社
アルミフレームを使用したハイブリッド塀
横木（縦木） スギ
ペンタキュア ECO30 加圧注入（防腐・防蟻処理）
製品２ 小原木材株式会社
フェンス材（横木）のみの提案
３パターンのフェンス材を開発
横木 スギ
タフの木処理（防腐・防蟻処理）
製品３ 大日本木材防腐株式会社
アルミフレームを使用したハイブリッド塀
横木（縦木） スギ
エステル化木材（防腐・防蟻処理）
製品４ 三河材流通加工事業協同組合
施工後 20 年経過した塀の耐候性を確認
横木、柱共 スギ
タナリス CY 加圧注入（防腐・防蟻処理）
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