
日本各地と東京都が連携した、建材や什器等の木材製品展示商談会です。
今回は、東京ビッグサイトでの展示会に加え、オンライン展示会も併せて開催します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

招待状
MOKUCOLLE INVITATION

りんかい線 大崎駅 国際展示場駅 新木場駅
（JR） 下車徒歩約7分 （JR・有楽町線）

約13分 約5分

ゆりかもめ 新橋駅
（JR・銀座線・都営浅草線）

東京ビッグサイト駅
下車徒歩約3分

豊洲駅
（有楽町線）

約22分 約8分

路線バス 東京駅八重洲口
丸ノ内南口（JR)

東京ビッグサイト 門前仲町駅
（東西線・大江戸線）

約40分 約30分

THEME EXHIBITION2022の見どころ

VISITOR REGISTRATION来場者登録

東京ビッグサイト交通案内
主催 運営

出展都府県

後援

お問合せ先

東京都

WOODコレクション（モクコレ）運営事務局　mokucolle2022@tohgashi.co.jp

WOODコレクション（モクコレ）実行委員会

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、（公社）経済同友会、木材利用推進全国会議

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、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、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

国産木材に特化したハイブリッド展示商談会

2022.会期：
10:00~17:30 10:00~16:30
2.1Tue 2.2Wed

会場： 西1・2ホ
ー
ル東京ビッグサイト

東京都江東区有明3丁目11－1

1.18Tue Tue2.15オンライン開催：

www.mokucolle.com/
モクコレ2022

１．本イベントを何で知りましたか *複数選択　可
□招待状　□ホームページ　□SNS（公式Twitter, 公式Facebook）
□出展者からの案内　□知人からの案内　□メールマガジン　
□プレスリリース（PR TIMES）　□他展示会　
□WEB広告
　（Youtube、Facebook、Yahoo!、日経電子版、日刊木材新聞、日経XTECH）
□新聞（日本経済新聞、日経MJ、都政新報、日刊木材新聞、新建築、商店建築）

該当項目の□に✓をご記入ください。

木材は、断熱性が高く、調湿作
用があり、目に与える刺激が小
さいなど、人に心地よい感覚を
与える素材です。人の健康に良
い影響を与える木材の効能に
ついて具体的なデータ・数値を
基にご紹介しながら、国産材の
構造・内外装・断熱を体感でき
る空間展示です。

人にやさしい木質空間 /企画展示コーナー
モクコレで出展者を知る・新たな情
報を見つける・出展者と交流するこ
とを目的とした、ビジネスマッチン
グを創出するエリアです。出展者プ
レゼンエリアや商談スペース等が
あります。また、木材業界のビジネ
スマッチングの専門家がコンシェル
ジュとして常駐・運営していますの
で、お探しの製品・サービスについ
てお気軽にご相談ください。

ビジネスマッチングエリア

本建築賞は、木材の大消費地・東京にお
いて、新たな木材需要を喚起するため、
木材利用の新たな可能性を開拓する革
新的・モデル的な建築物または木質空
間を表彰するコンクールです。モクコレ
開会セレモニー内にて表彰式を行い、
本コーナーにて受賞作品をパネル展示
にてご覧いただけます。

ウッドシティTOKYOモデル建築賞/受賞作品展示コーナー

木の良さや価値を再発見できる製品や取り組みについて、特に優
れたものを消費者目線で表彰する「ウッドデザイン賞」。7回目を迎
える今年は、433点の応募作品のうち191作品が受賞し、11月下
旬に最優秀賞等が公表されました。「モクコレ」会場では、農林水産
大臣賞、林野庁長官賞をはじめ、暮らしを豊かに、心を豊かに、そし
て社会を豊かにする選りすぐりの受賞作品を一挙公開します。

「 ウッドデザイン賞2021 」特設コーナー

全国各地の国産材を使用した
「木塀」を一堂に展示・紹介しま
す。ブロック塀の代替として注
目の集まる「木塀」は、国産材の
活用や街の景観保全などの観
点からも全国的に導入の動き
が活発となっています。

木塀特設展示コーナー

国産木材の魅力発信拠点‘MOCTION’ 
では、東京都が全国各地と連携し、国産
木材の活用促進を図っています。国産木
材の活用を検討する方々に、東京の木 多
摩産材をはじめとした全国各地の木材
事業者をご紹介しています。

MOCTIONコーナー

【 制作協力 】林野庁・ウッドデザイン賞運営事務局・(一社)日本ウッドデザイン協会

【 制作協力 】ナイス株式会社

WEBからの事前来場登録で素敵なノベルティをプレゼント！
https://www.bvc.jp/mokucolle2022/cms/registration.php

事前登録はこちら→

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

３．あなたの会社の業種は何ですか
□森林・林業関係者　□ゼネコン・サブコン・建築会社
□工務店・ハウスメーカー　□建築設計・デザイン事務所　□建材・材木製品製
□商社・卸売　□小売　□官公庁・公共施設・団体　□学校・教育・学生
□その他:（　　　　　　　）

個人情報の取扱いについて
ご登録いただいた個人情報は「WOODコレクション（モクコレ）」に関するご案内・ご連絡に使用します。
個人情報保護法及び関連法令に関連する規定類に基づき適正に管理・保護し、
目的以外の利用や第三者への情報提供は行いません。

名刺を添付するか、下記項目をご記入のうえ、会場の受付登録所にお持ちください。
ホームページで事前登録していただくとスムーズにご入場いただけます。

２．今回の来場目的は何ですか *複数選択　可
□商談　□商材の実物見学　□商材情報の収集　□業界の動向調査　
□セミナー・ステージの聴講　□ネットワーク・人脈づくり
□その他:（　　　　　　　）

４．あなたの仕入への関与度をお選びください
□仕入れの決定権を持っている　□仕入れに対する影響力を持っている　□関与しない

５．興味のある分野をお選びください *複数選択　可
□林業　□製材　□建材　□建築・建設　□家具・建具　□玩具・遊具　□化学　
□雑貨・小物　□官公庁・各種団体　□SDGs　□その他:（　　　　　　　）



メインステージプログラム STAGE PROGRAM

2022.2.1Tue

10:00-10:30 開会セレモニー

11:00-12:00 Sustainableな建築と木材利用を目指して

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程中退。文化庁文化財保護部建造物課文部技官・文化財
調査官を経て工学院大学にて勤務。2017年より現職。博士（工学）。一級建築士。専門は歴史的建造物の
保存修復、日本建築史。主な著書に、『建築学の基礎⑥日本建築史』『論より実践 建築修復学』等。

－工学院大学の取り組み

工学院大学理事長･教授/後藤 治 氏

13:00-14:00 東急電鉄における木材活用

横山太郎氏プロフィール/1988年生まれ。2012年名古屋工業大学大学院修士課程修了。同年、東京急行
電鉄株式会社（現在の東急株式会社、東急電鉄株式会社）に入社。東急グループ関連施設のコンストラク
ションマネジメント業務を経て、2015年より現所属。戸越銀座駅「木になるリニューアル」をはじめ東急線
の駅舎改良など、鉄道関連施設の改良工事を担当。

東急電鉄株式会社 鉄道事業本部工務部施設課
主事/横山太郎 氏・主事/鈴木稔 氏・技術員/長沼俊介 氏

14:30-15:30 森林大国に相応しい子どもの遊び環境

滋賀県、徳島県、群馬県をはじめ、全国の50を超える市町村と「ウッドスタート宣言」を結び、活樹運動を全
国展開。沖縄県、福岡県、山口県など全国12か所に木育推進ミュージアム「おもちゃ美術館」を創設。経済
専門誌『週刊ダイヤモンド』の日本の社会起業家30人の一人に選ばれ、クラウドファンディング大賞にも輝
く。著書に『赤ちゃんからはじめる木のある暮らし』（幻冬舎）

～木育推進を目指す公民連携の全国おもちゃ美術館の挑戦～

NPO法人 芸術と遊び創造協会理事長/東京おもちゃ美術館館長/多田 千尋 氏

16:00-17:00 “製材”でも建てられる中高層ビル　～カーボンニュートラルな木造都市を目指す～

大規模、中高層木造建築に対応する木構造技術や耐火構造等の開発の他、新たな技術として、曲線・曲面
の3次元加工技術を開発し、意匠から構造・加工までデジタル化することで、今後の木造化・木質化の新た
な領域となる木造建築を提案しています。大規模・中高層建築物の木造化・木質化において重要となる「木
材流通・生産インフラの整備など」にも従事し、建設地に則した木素材のコーディネートを行っています。受
賞歴/2015年「第6回 ものづくり日本大賞 製品・技術開発部門 経済産業大臣特別賞」を受賞。2020年
「文部科学大臣表彰 科学技術賞 技術部門 文部科学大臣賞」を受賞

株式会社シェルター 常務取締役/一般社団法人日本木造耐火建築協会 理事/一級建築士/安達 広幸 氏

2.2 Wed

11:00-12:00 デジタルヴァナキュラー　デジタル技術と地域材でつくる次世代の環境建築

1988年生まれ。芝浦工業大学工学部建築学科を卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 
X-DESIGN 領域にてデジタルファブリケーションを専攻。2017 年にデジタルテクノロジーによって「建築
の民主化」を目指す建築テック系スタートアップ VUILD 株式会社を創業。主な受賞歴：SD レビュー入選
（2018）、SD レビュー入選（2019）、Under 35 Architects exhibition Gold Medal 賞（2019）、
2020 年〈まれびとの家〉でグッドデザイン金賞。

アーキテクト/メタアーキテクト/VUILD株式会社 代表取締役CEO/秋吉 浩気 氏

13:00-14:00 絶望の林業から希望の林業へ

静岡大学農学部林学科卒後、フリーの森林ジャーナリストとして活動中。森林と人間の関わりを主なテーマ
として掲げており、森林を巡る科学や文化、生活、あるいは産業としての林業、建築や木工、そして山村社会
を中心に執筆活動を行っている。主な著作に『森と日本人の1500年』（平凡社新書）、『絶望の林業』（新泉
社）、『獣害列島』（イースト新書）などがある。現在、奈良県在住。

森林ジャーナリスト/田中 淳夫 氏

15:00-16:00 インテリア・建築での国産材活用事例／木材活用コンクールから

1949年生まれ。第14回から現在（第
25回）：「木材活用コンクール」の審査委
員長。2001年度日本建築学会賞論文
賞「寸法調整におけるグリッドの機能に
関する研究」他。著書に：建築構法・建築
ヴィジュアル辞典・図解建築工事の進め
方 木造住宅他。作品：繁柱の家・実験集
合住宅NEXT21・武蔵学科学情報セン
ター他

1950年生まれ。一級建築士・インテリ
アプランナー。第21回から「木材活用
コンクール」の審査委員賞：北海道建
築士会賞・日新工業「屋根コンペ》佳作
入選・日本建築士会連合会賞他。作
品：川越整形外科・セキスイオアシス
センター・レスト本社工場・湘南歯科
診療所・大杉邸・澤井邸・芦沢邸・五本
木（3世帯住宅）他

首都大学東京（現 東京都立大学）名誉教授/
深尾 精一  氏

IDM（Interior Design Meeting ）代表/
霜野  隆  氏

もりかみ協議会（森を育む紙製飲料容器普及協議会）

日本集成材工業(協組)

(一社)日本ＣＬＴ協会

日本合板工業組合連合会

(一社)日本インテリアコーディネーター協会

(一社)全国木材組合連合会

全国森林組合連合会

(一社)全国LVL協会

(国研)森林研究・整備機構

(株)黒松製材建設

鹿児島県・(一社)鹿児島県林材協会連合会

(有)奥建具製作所

(株)岩崎木材工芸

ヤマワ木材(株)

持永木材(株)

堀正製材・建設

(株)高嶺木材

海野建設(株)

熊本県木材協会連合会

くまもと県産森林認証材供給協議会

諸富家具振興(協組)

九州木材工業(株)

(株)山のくじら舎

ひのき屋

(株)なかよしライブラリー

(協組)ドライウッド土佐会

土佐草木花

(株)土佐組子

(一社)高知県木材協会

クルミ工房

(株)エコアス馬路村

(株)イータスインザルーム

(株)LINK WOOD DESIGN

(同)木生活

(福)宗友福祉会　

四国加工(株)

家具屋アカトシロ

Office K・I

愛媛県産材製品市場開拓協議会

(株)マルトク

塚田木材(株)

(株)太洋木材市場

大日本木材防腐(株)

香川県家具商工業(協組)

(株)那賀ウッド

徳島県木材協同組合連合会

(一社)徳島県木の家づくり協会

徳島県

エヌ・アンド・イー(株)

山口県・(一社)山口県木材協会

(一社)広島県木材組合連合会

中本造林(株)

土井木工(株)

中国木材(株)

たむろ木材カンパニー(株)

(株)ザイエンス

(有)一場木工所

真庭市

さんもく工業(株)

(株)佐田建美

(一社)岡山県木材組合連合会

(株)岡山ウッドライン

院庄林業(株)

(株)イマガワ

(株)鳥取ＣＬＴ

ASNARO

和歌山県

森庄銘木産業(株)

(株)ホーテック

東吉野村

奈良県木材協同組合連合会

谷一木材(株)

黒滝村役場

KIRIDAS 十津川木工家具協議会

(株)浪忠

(一社)大阪府木材連合会

アイコニー

(株)溝川

北山杉・北山丸太〈京都林務事務所〉

端材工房

滋賀県木材協会

(株)シガウッド

クミノ工房

HIJ.(株)

井尻彫刻所

(株)浅尾

(株)アアルズ

三重県・三重県木材協同組合連合会

(有)小川耕太郎∞百合子社

(株)桜屋

(株)BbWoodJapan

デジタルファブリケーション(株)

静岡市・静岡木材業(協組)

静岡県・静岡県木材協同組合連合会

(株)きんぱら

オールスタッフ(株)

(有)ライン工業

ヤマコー(株)

飛騨フォレスト(株)

飛騨産業(株)

早川木材(株)

中津川・白川・東白川地域林業成長産業化推進協議会

(株)トーホー

篠田(株)

後藤木材(株)

桑原木材(株)

ぎふ性能表示材認証センター

ARTS CRAFT JAPAN

(株)山崎屋木工製作所

根羽村森林組合

根羽村・川上村・天龍村

長野県木材協同組合連合会

(株)テオリアランバーテック

征矢野建材(株)

信州木材認証製品センター

～信州カラマツの故郷～佐久森林認証協議会

進興工芸

上小森林認証協議会

酒井産業(株)

齋藤木材工業(株)

(福)アンサンブル会

やまなし水源地ブランド推進協議会

山梨県 県有林課

(株)モック犬橋

佐藤木工

(有)榊工業

(株)キーテック

ラミネート・ラボ(株)

(株)元尾商店

(一社)ひみ里山杉活用協議会

美術木箱うらた

富山県木材組合連合会

チューモク(株)

設計工房MandM

岸田木材(株)

ウッドリンク(株)

木象嵌絵画 小森谷徹

新潟県木材組合連合会

(株)志田材木店

NPO法人　お山の森の木の学校

日本木槽木管(株)

(株)ラ・ルース

堀内ウッドクラフト

(一社)さがみ湖 森・モノづくり研究所

かながわ森林・林材業活性化協議会

(株)市川屋

みなと森と水ネットワーク会議

細田木材工業(株)

北三(株)

日本住宅パネル工業(協組)

東京都森林組合

東京都/(公財)東京都農林水産振興財団

テクノトゥールズ(株)

帝国器材(株)

(一社)多摩産材活用あきがわ木工連

(株)竹中工務店

大建工業(株)

クネット西東京 ((株)中村工業クネット事業部)

(株)大林組

江間忠木材(株)

(株)内田洋行

(株)ニュースト

秋川木材(協組)

(株)山二建具

木材活用地盤対策研究会

(株)ニッタクス

(株)ティ・エス・シー

ちばの木活用研究会

(一社)千葉県木材振興協会

越井木材工業(株)

(株)キーテック

亀村木材(株)

飯能市森林認証協議会

秩父地域森林林業活性化協議会

ちちぶ雇用活性化協議会

森林パートナーズ(株)

(株)サカモト

Licca

佐々木木材防腐(株)

群馬県

(一社)群馬県木材組合連合会

群馬県森林組合連合会

群馬県産２×４材販路拡大グループ

上野村木工

「日光の木」利用総合戦略委員会

とちぎ材新市場需要開発(協組)

栃木県木材業組合連合会

栃木県

鹿沼市森林認証協議会

茨城県産材普及促進協議会

茨城県産材推進協議会

NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク

福島県木材協同組合連合会

協和木材(株)

(株)Omnibus

(有)ワンツー

山形県木材産業(協組)

(有)アイタ材木店

(株)徳正合板

広葉樹を暮らしに活かす山形の会

家具工房ALKU（アルク）

(株)ウッド・マイスター

(株)アイタ工業

相原木材(株)

秋田県木材産業共同組合連合会

宮城県木材協同組合・宮城県CLT等普及推進協議会

登米市森林管理協議会

セイホク(株)

(有)森谷材木店

(有)マルヒ製材

(有)二和木材

(有)高吟製材所

(株)柴田産業

(株)シオン

木楽創研(株)

岩手県木材需要拡大協議会

岩手県森林組合連合会

岩泉商工会

(株)日本の窓

青森県木材(協組)

(一社)木材表示推進協議会

林野庁

(株)島田木材

出展者一覧 EXHIBITOR LIST

山口県

香川県

徳島県

京都府

大阪府

奈良県

和歌山県

広島県

鳥取県

岡山県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

熊本県

(株)トライ・ウッド

大分県

宮崎県

鹿児島県

全国団体

神奈川県

新潟県

富山県

東京都

埼玉県

千葉県

平方木材(株)

(株)トクミ

福島県

青森県

秋田県

山形県

宮城県

岩手県

栃木県

群馬県

茨城県

長野県

岐阜県

山梨県

三重県

滋賀県

愛知県

静岡県


