
主催

出展都道府県

後援

お問合せ先

WOODコレクション（モクコレ）実行委員会

WOODコレクション（モクコレ）運営事務局　mokucolle2023@tohgashi.co.jp

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

北海道、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、富山県、
石川県、山梨県、長野県、岐阜県、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、鹿児島県

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

会期：2023.
10:00~17:30 10:00~16:30

1.31Tue 2.1Wed 1.17Tue Fri2.17オンライン開催：

www.mokucolle.com/
モクコレ2023

入場無料

植植 育育

伐伐使使

見つける、つなげる、広げる、国産木材との新たな出会い見つける、つなげる、広げる、国産木材との新たな出会い

全国のあらゆる国産木材の商材と出会う総合展示会
全国の国産木材を使用した製品を取り扱う展示商談会です。
東京都と全国の道府県が連携し、建材や雑貨、玩具など、業種や商材にとらわれない
国産木材専門のイベントを開催します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

新型コロナウイルス感染症等の状況を踏まえ、イベントの開催を中止させていただく場合がございます。
公式ホームページを事前にご確認の上、ご来場ください。

■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

Highlights of 20232023の見どころ

東京ビッグサイト
交通案内

企画展示①五感が広がる、WOOD LIFE
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。

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

今年度から新たなアワードとして始まった「ウッドデザイン
賞2022」。最優秀賞に「農林水産大臣賞」「経済産業大臣
賞」「国土交通大臣賞」「環境大臣賞」の４点が選ばれるとと
もに、暮らしを彩り、地域を元気にする木を使った先進的な
デザインを持つ作品188点が受賞。多様な作品に会場で触
れて、見て、感じてください。 

「ウッドデザイン賞2022」特設コーナー

一般来場者向け企画コーナー

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。

企画展示②五感につながるWOOD SPACE

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

【 制作協力 】ナイス株式会社

MOKUCOLLE INVITATION招待状

※google MAP

事前登録のご案内（入場無料）※必ず1人1登録でお願いします。
2 来場者証を

カラー印刷し持参又は
当日受付にて発行手続き 3 来場者証を

ホルダーに入れて入場1 WEBサイトにアクセスし、
「来場申込」より登録

ご来場頂き
アンケートにご回答頂いた方へ

素敵なノベルティ
をプレゼント！

特別商談会

カップ麺
キーパー

メモ
パッド

ヒノキつぶの
サシェ

ヒノキ
マグネット

木育をテーマに、実際に様々な木材製品
に触れて楽しむイベントエリアや、木材
を学び、体験できるワークショップを開
催予定です。
ご家族やご友人と一緒に楽しめるコンテ
ンツをご用意しておりますので、是非ご
来場ください。

一般向け

国産木材の新たな利活用の
ひとつとして、様々な生活の
シーンにおいて木と人をつな
げる製品の企画展示を行い
ます。展示されている木材製
品は、モクコレ会場での購入
が可能です。人々の生活の中
に感じられる木の良さを、体
感していただきます。

【制作協力　林野庁、（一社）日本ウッドデザイン協会】 



びわ湖源流の森 東近江市あらゆる場面で木を使う推進協議会 
障害福祉サービス事業所　れもん会社 
蓮渓 円誠 
多賀森林循環事業協同組合 
井尻彫刻所 
(株)土山木協
京都府 
北山杉・北山丸太<京都林務事務所> 
(株)溝川
大阪府 
(株)モリアン 
山の出前一頂(藤木工務店) 
恩加島木材工業(株) 
エイチ・ツー・オーリテイリング(株)
奈良県 
奈良県木材協同組合連合会 
谷一木材(株) 
森庄銘木産業(株) 
(株)ホーテック 
KIZAIKU C＋ 
吉野ウィング(吉野製材工業協同組合) 
東吉野村(維鶴木工) 
KIRIDAS 
黒滝村役場 
和歌山県 
(有)白樫木材 
G.WORKS 
千品山林社 
(株)丸紀 
田辺市中辺路木材加工場(田辺市役所) 
(株)ハイブリッヂコーポレーション 
(有)明光物産 
(有)嶋本木工所 
(株)エムアファブリー
鳥取県 
(株)鳥取ＣＬＴ 
ASNARO(あすなろ)
岡山県 
(一社)岡山県木材組合連合会 
(株)イマガワ 
院庄林業(株) 
(株)岡山ウッドライン 
(株)佐田建美 
さんもく工業(株) 
(有)原田製材所
あすなろ工房
広島県 
(有)一場木工所 
たむろ木材カンパニー(株) 
中国木材(株) 
土井木工(株) 
中本造林(株) 
(一社)広島県木材組合連合会 
(株)ザイエンス
山口県 
山口県・(一社)山口県木材協会 
徳島県
エヌ・アンド・イー(株) 
(株)那賀ウッド 

(株)ダイリFPC 
徳島県木材協同組合連合会
香川県 
香川県家具商工業協同組合 
大日本木材防腐(株) 
宝の山プロジェクト 
塚田木材(株) 
(株)細川木材 
(株)マルトク
愛媛県 
愛媛県産材製品市場開拓協議会 
(同)木生活 
久万造林(株) 
(株)LINK WOOD DESIGN 
家具屋アカトシロ
高知県 
(一社)高知県木材協会 
土佐草木花 
クルミ工房 
ひのき屋 
(株)イータスインザルーム 
フォレスト 
(株)土佐組子 
協同組合高幡木材センター 
協同組合ドライウッド土佐会 
福岡県 
九州木材工業(株)
佐賀県 
諸富家具振興協同組合
熊本県 
(一社)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
大分県 
(有)うすき林業
鹿児島県 
(株)岩崎木材工芸 
(有)奥建具製作所 
MEC Industry(株) 
山佐木材(株) 
(一社)鹿児島県林材協会連合会 
鹿児島県環境林務部かごしま材振興課
全国団体
日本合板工業組合連合会 
(一社)全国LVL協会 
(一社)日本ＣＬＴ協会 
川崎市木材利用促進フォーラム 
もりかみ協議会(森を育む紙製飲料容器普及協議会) 
全国森林組合連合会(間伐材マーク事務局) 
林野庁　木材利用課 
国立研究開発法人森林研究・整備機構 
(一社)全国木材組合連合会 
(一社)日本インテリアコーディネーター協会(icon) 
日本集成材工業協同組合 
(一社)木になる紙ネットワーク 

  

北海道
北海道木材産業協同組合連合会 
(株)新宮商行　銭函工場 
松原産業(株) 
空知単板工業(株)　非住宅事業部 
北央銘木×HOKUON 
淳工房 
東邦木材(株) 
(有)杏和建具 
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
札鶴ベニヤ(株)　恋問工場 
釧路森林資源活用円卓会議 
丸善木材(株) 
厚浜木材加工協同組合 
エステー(株) 
(株)中野製作所 
(有)瀬上製材所 
青森県 
青森県木材協同組合 
(株)日本の窓
岩手県 
岩手県森林組合連合会 
岩手県木材需要拡大協議会 
木楽創研(株) 
(株)シオン 
(有)高吟製材所 
(有)マルヒ製材 
(有)森谷材木店 
(有)二和木材 
(株)柴田産業 
(株)岩泉フォレストマーケティング(岩泉商工会) 
(株)吉本　岩泉事業所(岩泉商工会) 
(特非)フォレストサイクル元樹(岩泉商工会) 
岩泉純木家具(有)(岩泉商工会) 
(株)TOKUTA 
宮城県
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 
南三陸森林管理協議会 
宮城県
秋田県 
秋田県木材産業協同組合連合会
山形県 
山形県木材産業協同組合 
広葉樹を暮らしに活かす山形の会 
(有)ワンツー 
(株)ウッド・マイスター
福島県 
福島県木材協同組合連合会 
ディ・シー・ツー有限責任事業組合 
福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 
江戸川ウッドテック(株) 
(株)ダイテック 
NPO法人みなみあいづ森林ネットワーク 
(株)松竹工芸社 
茨城県 
茨城県産材普及促進協議会・(公社)茨城県森林・林業協会 
栃木県
栃木県 

鹿沼市森林認証協議会 
「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同組合 
栃木県木材業協同組合連合会 
群馬県
(一社)群馬県木材組合連合会 
群馬県林業振興課 
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 
平方木材(株) 
(株)長谷川萬治商店 
三井ホームコンポーネント(株) 
上野村木工 
三ツ葉楽器(株) 
(株)トクミ 
Licca 
(株)卯三郎こけし 
パナソニック ハウジングソリューションズ(株) 建築システム事業部 
埼玉県
(株)こまむぐ 
森林パートナーズ(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
千葉県 
(株)キーテック 
(株)ニッタクス 
越井木材工業(株) 
亀村木材(株) 
(株)山二建具 
ちばの木活用研究会 
(一社)千葉県木材振興協会 
木材活用地盤対策研究会
東京都
東京都・(公財)東京都農林水産振興財団
東京都森林組合 
秋川木材協同組合 
(一社)多摩産材活用あきがわ木工連 
クネット西東京((株)中村工業内クネット事業部)
(一社)kitokito/Wood Factory 
細田木材工業(株) 
みなと森と水ネットワーク会議 
(株)大林組 
(株)内田洋行 
帝国器材(株) 
江間忠木材(株) 
大建工業(株) 
テクノトゥールズ(株) 
日本住宅パネル工業協同組合 
(株)イトーキ 
北三(株) 
(株)ニュースト　東京支店 
神奈川県 
堀内ウッドクラフト 
日本木槽木管(株) 
(株)市川屋 
(一社)さがみ湖 森・モノづくり研究所 MORIMO 
(株)ラ・ルース
富山県 
富山県木材組合連合会 

ウッドリンク(株) 
チューモク(株) 
ラミネート・ラボ(株) 
(株)島田木材 
エコーウッド富山(株) 
(一社)ひみ里山杉活用協議会 
岸田木材(株) 
設計工房MandM 
美術木箱うらた(KIRIFT)
石川県 
フルタニランバー(株) 
加賀木材(株) 
(株)ムラモト 
(株)北陸リビング社
山梨県 
山梨県県有林課 
(株)キーテック 
やまなし水源地ブランド推進協議会 
(株)モック犬橋 
(有)榊工業 
佐藤木工 
素朴屋(株) 
長野県 
長野県木材協同組合連合会 
信州木材認証製品センター 
齋藤木材工業(株) 
征矢野建材(株) 
林友ハウス工業(株) 
酒井産業(株) 
(株)山崎屋木工製作所 
(福)アンサンブル会 
(株)テオリアランバーテック 
モカウッドジャパン(株) 
上小森林認証協議会 
～信州カラマツの故郷～佐久森林認証協議会 
レッドハウスファニチャー 
(有)柳沢木工所 
中田産業(株) 
信州木造り工房(長野森林組合・やま秀田中建設・エムティーケーアーキテクツ)
岐阜県 
岐阜県 
(株)トーホー 
飛騨産業(株) 
後藤木材(株)　マイウッド圧密事業部 
篠田(株) 
ヤマコー(株) 
早川木材(株) 
(有)ライン工業
桑原木材(株)
飛騨フォレスト(株) 
愛知県 
(株)桜屋
三重県 
三重県・三重県木材協同組合連合会 
滋賀県
滋賀県木材協会 
(株)浅尾 
クミノ工房 
(株)シガウッド 

出展者一覧 EXHIBITOR LIST メインステージプログラム STAGE PROGRAM

2023.1.31Tue

10:00-10:30 開会セレモニー

11:00-12:00 川上と川下をつなぐシステム・イノベーションで国産木材の需要拡大を目指そう

専門分野は林産学、バイオマス科学。その中で、木材及びバイオマスの利活用推進に向
けた研究と教育活動を続けてきた。その成果を活かして、現在、農林水産省の『「知」の集
積と活用の場』®事業において、「地域創生に資する森林資源・木材の需要拡大に向けた
研究開発（地創林木）プラットフォーム」のプロデューサーとして活躍している。

鮫島 正浩 氏/信州大学工学部特任教授 東京大学名誉教授

13:00-14:00 関係性をデザインする木の住まいづくり

伝統的な木の建築をベースに、地産地消や気候風土に則した建築/環境設計を行う。
パーマカルチャーのデザイン手法・哲学を背景とした住環境づくりをめざし、建物とそれ
を取り巻く自然、コミュニティまで含めた幅広い環境と場づくりがテーマ。早稲田大学建
築学科修了後、清水建設（株）、長谷川敬アトリエを経て現職。

山田 貴宏 氏/一級建築士事務所 株式会社ビオフォルム環境デザイン室 代表取締役

14:30-15:30 森と歩む

16:00-17:00 小さな村の大きな挑戦！

1965年檜原生まれ檜原育ち、檜原森のおもちゃ美術館に携わりたいと３０年間務めた
東京都を2020年早期退職、同年12月NPO法人東京さとやま木香會を立ち上げ、檜原
森のおもちゃ美術館の館長に就任。

大谷 貴志 氏/NPO法人東京さとやま木香會/理事・檜原森のおもちゃ美術館/館長

2.1Wed

11:00-12:00 ウッドデザイン最前線～木のまちづくりから木の価値づくりをかたちに

1958年東京都生まれ。筑波大学生物学類卒、静岡大学大学院中退。ユニバーサルデザ
インに基づく商品・施設・地域開発を手掛ける。ウッドデザイン賞、キッズデザイン賞、生
物多様性日本アワードの各審査委員長、CSV開発機構理事長、レジリエンスジャパン推
進協議会理事、100年経営研究機構顧問、新潟県立自然科学館館長なども歴任。

赤池 学 氏/株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所所長・ウッドデザイン賞審査委員長
一般社団法人CSV開発機構理事長・一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会理事

13:00-14:00 地域資産としての森林の価値を高め、持続可能な地域を実現するために

地域社会のcommonそのものである「森林」に着目、その地の森林業を再興しなが
ら、素材やエネルギーや食料を域内循環できる仕組みを整えることを企図し、2009年
株式会社トビムシを設立。以降、全国各地で森林及び地域の有機的関係性の再編集
に資する事業をトータルにデザインしている。専門は環境法。武蔵野美術大学/大学院
非常勤講師（社会造形論）

竹本 吉輝 氏/株式会社トビムシ代表取締役

14:30-15:30 【対談】多摩産木材のぬくもりの中で豊かな感性を育む園舎

大学卒業後、保険会社勤務を経て
法人立保育園へ異業種の転職。現
場経験をした後、平成20年4月より
現職。子ども支援学会所属。子育て
世代の意識や保育職の現状把握を
するための調査に携わっている。
少々せっかちな性格故、仕事をする
上では「あせらず、気負わず、粘り強
く」人生では「all is well 何事にも前
向きに」をモットーにしている。

1967年東京都生まれ。1989年
関東学院大学建築設備工学科卒
業　同年(株)マトリックス都市建
築設計事務所入社。1992年3月
吉田建築計画事務所設立。古民
家再生や木造による住宅設計を
手掛け、近年は地域産木材を主に
使用し、現代的な感覚と日本建築
の良さを活かした木造の保育園や
こども園の設計に取り組んでいる。

小川 香代子 氏/社会福祉法人 慶祥会 みらい保育園園長 吉田 良一 氏/有限会社吉田建築計画事務所代表/1級建築士

岐阜県高山市生まれ。南山大学外国語学部卒業。
2011年飛驒産業株式会社に入社。2020年の創業100周年を機に、自社の方向性を定
めたいという想いからブランディングプロジェクトを立ち上げ、企業理念の言語化・体系
化を牽引した。2021年12月、代表取締役社長に就任。

岡田 明子 氏/飛騨産業株式会社代表取締役社長


