
Ⅱ.エクステリア 

【杭材・柵・舗装材 他】 
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問合せ先

昭和マテリアル株式会社 札幌営業所

〒003-0027　札幌市白石区本通20丁目北2番45号

011-862-1917

011-863-6801

ikeda@showamaterial.co.jp

http://www.showamaterial.co.jp/

製品説明
北海道で間伐された丸太に皮むき・防腐加工を施し、地盤補強材として地中に打設します。
地盤調査結果に基づき、施工地の地盤状況に適合した設計（長さ、径、本数の決定）を行います。

森林認証等 合法木材証明

製品名 環境パイル 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期等）

長：2,000㎜、2,700㎜、3,650㎜、4,500㎜、5,500㎜、6,000㎜
径：直径120㎜、140㎜
樹種：カラマツ・スギ

有

問合せ先

北見広域森林組合 津別工場

〒092-0225　網走郡津別町字共和112番地

0152-76-2055

0152-76-2977

kouiki-mein@kitamikouiki.or.jp

製品説明
北海道産（北見・津別地区）のカラマツを原材料とし、円柱材・杭材を主に受注生産にて対応しています。加圧注
入による防腐処理も可能です。規格・納期についてはご相談ください。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 円柱材・杭材他 参考価格 13,800円/㎥～（加工賃別）

商品仕様

（寸法・納期等）

径級：直径60㎜～、長級：1,800～5,400㎜、樹種：カラマツ
参考価格は黒丸太のもの、他9品目有り、要相談
納期：おおむね2週間

－

カラマツ円柱材 カラマツ剥皮丸太（先削り）

環境パイル 部材 環境パイル 施工状況

mailto:ikeda@showamaterial.co.jp
http://www.showamaterial.co.jp/
mailto:kouiki-mein@kitamikouiki.or.jp
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問合せ先

株式会社不二木材

〒088-2301　川上郡標茶町旭2丁目11番18号

015-485-2367

015-485-2444

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
間伐材を使用し、木製防護柵の支柱にインサイジング加工及び芯抜き加工をし、芯抜き部分に鋼管を挿入する
工法で強度を向上し、木質部を地表から切り離す事で木柵の弱点でもあった地際上下の腐食と芯腐れを防止し
た事によって、長寿命化に対応が出来、品質の向上にも成功した製品です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ニューハイブリッド木柵 参考価格 38,500円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

【形状】2段センタービーム・2段フロントビーム・3段センタービーム・3段フロントビーム・
立格子ビーム（塗装による色の変更可能）
樹種：カラマツ・トドマツ

－

問合せ先

昭和マテリアル株式会社

〒069-0365　岩見沢市上幌向町542番地7

0126-26-3636

0126-26-4533

kouki@showamaterial.co.jp

http://www.showamaterial.co.jp

製品説明
現場のニーズに迅速に対応すべく、各種杭丸太を豊富に在庫しています。道央圏の数少ない杭丸太メーカーと
して現場を力強くサポートします！

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 杭丸太 参考価格 23,000～40,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

長さ：1,800㎜～15,000㎜
径：直径60㎜～300㎜
樹種：カラマツ・トドマツ・エゾマツ

有

土場風景 杭丸太

mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
mailto:kouki@showamaterial.co.jp
http://www.showamaterial.co.jp


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

株式会社　不二木材

〒088-2311　川上郡標茶町旭2丁目11番18号

015-485-2367

015-485-2444

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
木と鉄を複合した事により、従来の木製のフェンスの弱点である支柱部を新たな技術で改善し、耐久性を向上さ
せ長寿命化を図り、従来の木が持つ優れた景観性や環境性を併せ持つ、ニューハイブリッド支柱を用いた取り
替えが容易なルーバー型のフェンスです。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ニューハイブリッドフェンス 参考価格 20,000～40,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

標準サイズ　1スパン　長さ　1,500㎜　高さ　1,850㎜　奥行 110㎜
 （要望に応じてサイズ変更が可能、塗装による色の変更可能）
樹種：カラマツ・トドマツ

－

問合せ先

株式会社　不二木材

〒088-2311　川上郡標茶町旭2丁目11番18号

015-485-2367

015-485-2444

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
基礎不要の支柱の埋め込み式であり、木製防護柵の支柱にインサイジング加工及び芯抜き加工をし、芯抜き部
分に鋼管を挿入する工法で強度を向上し、木質部を地表から切り離す事で木柵の弱点でもあった地際上下の
腐食を防止した事によって、長寿命化に対応が出来、品質の向上にも成功した製品です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ニューハイブリッド木柵［土中埋め込み式］ 参考価格 38,500円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

【形状】2段センタービーム・2段フロントビーム・3段センタービーム・3段フロントビーム・
立格子ビーム（塗装による色の変更可能）
樹種：カラマツ・トドマツ

－

mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
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北海道産木材利用協同組合

〒070-8003　旭川市神楽3条2丁目2-9

0166-61-3776

0166-61-3615

info@doumoku.or.jp

http://www.doumoku.or.jp/

製品説明
木材の腐朽に強く、景観を美しく見せるために開発された木製ガードレールです。
国土交通省の性能試験（Ｂ種）に合格し、一般道の車両用防護柵として利用が可能で、地域材の利用促進や地
域経済の活性化に貢献する事ができます。（JAPAN WOOD ＤＩＳＩＧＮ AWARD2016受賞 ）

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 ビスタガード 参考価格 30,000～35,000円/ｍ

商品仕様

（寸法・納期等）

ビーム：120×120×2,970㎜[カラマツ集成材]、山形鋼　7.0×90×90×2,910㎜
ブラケット（間隔材）：9.0×125×390㎜
支柱（間隔3ｍ）：114.3×4.5×2,300㎜（地上部800、根入1,300）

有

問合せ先

株式会社不二木材

〒088-2301　川上郡標茶町旭2丁目11番18号

015-485-2367

015-485-2444

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
北海道産の間伐材を使用し、木目豊かな素材のため、景観にとけ込みやすく暖かみのある質感となっており、ア
スファルトと違いヒートアイランド現象を抑え、優れた快適な歩行感が得られ、また足腰の負担を軽減し、現場での
施工も容易であり、周辺環境にも配慮した製品です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ウッディーロード 参考価格 11,100円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

１ユニット（幅1,000㎜×奥行1,000㎜×厚600㎜)
（要望に応じてサイズ変更が可能）
樹種：カラマツ・トドマツ

－

製品拡大写真 使用例（当別町道民の森）

mailto:info@doumoku.or.jp
http://www.doumoku.or.jp/
mailto:info@doumoku.or.jp
http://www.doumoku.or.jp/
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html


ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

田家木材株式会社

〒085-0831　釧路市住吉2丁目13-28

0154-41-7411

0154-42-8519

info@taie.jp

http://www.taie.jp

製品説明 防腐効果のあるトドマツ産枕木です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 枕木 参考価格 1,500～7,000円

商品仕様

（寸法・納期等）

厚200㎜×幅400㎜×長80㎜　幅600　1,200　1,800
納期は数量にもよりますが2～3週間程度です。

有

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
道東産カラマツ間伐材に加圧防腐処理を施した、高耐久舗装材です。
公園や公共施設の歩道、駐車スペースで10年以上の継続使用実績が有ります。
木の柔らかさが、上を歩く人々に安らぎを与えてくれます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 カラマツ枕木［防腐処理材］ 参考価格 2,100×140×200mm　4,400円／本

商品仕様

（寸法・納期等）

2,100×140×200㎜、1,800×100×180㎜（寸法調整可能）
樹種：道東産カラマツ

有

カラマツ枕木（加圧防腐処理）

上：阿寒湖畔親水デッキ

右：十勝千年の森遊歩道

mailto:info@taie.jp
http://www.taie.jp/
mailto:info@taie.jp
http://www.taie.jp
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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問合せ先

大成ロテック株式会社 北海道支社 技術室

〒063-0012　札幌市西区福井489-66

011-665-5250

011-665-5251

takashi_tsunoo@taiseirotec.co.jp

http://www.taiseirotec.co.jp/

製品説明
カラマツなどの間伐材を破砕したファイバー状の木チップを、弾性の高いウレタン樹脂バインダーと混合し舗設す
ることで、クッション性が高く歩行感に優れるとともに、自然景観と融合しやすい歩径路等を構築します。

森林認証等

製品名 ウッドファイバー舗装 参考価格 10,000円/㎡程度

商品仕様

（寸法・納期等）

木チップのサイズ（長さ:40㎜以下、幅:10㎜以下程度）
砕石などの路盤上に厚さ30～40㎜で舗装する。
価格は条件による。

－

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
道東産トドマツ間伐材に加圧防腐処理を施した、高耐久舗装材です。
洞爺湖サミット国際メディアセンターの外部床材にも使用した実績が有り、会議終了後、駐車場や庭の舗装材と
して、道内の方々にリユースされています。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 モクレンガパネル［防腐処理材］ 参考価格 900×900×90mm　5,700円／枚

商品仕様

（寸法・納期等）

900×900 厚90㎜、700×700 厚70㎜、600×600 厚100㎜（寸法調整可能）
樹種：道東産トドマツ

－

トドマツモクレンガパネル リユースされたモクレンガパネル洞爺湖サミット国際メディアセンター

ウッドファイバー舗装-表面 ウッドファイバー舗装-施工例

mailto:takashi_tsunoo@taiseirotec.co.jp
http://www.taiseirotec.co.jp/
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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ニチレキ株式会社 北海道支店

〒012-3456  恵庭市北柏木町3-34

0123-32-3191

0123-32-3194

kurokawa.t@nichireki.jp

https://www.nichireki.co.jp/

製品説明
道産木材の間伐材などの木材チップとゴムチップを特殊アスファルト乳剤や顔料等で混合し・敷設した舗装で、
自然の道（土や落葉の道）を歩く感覚に、ゴムのクッション性で、転倒しても衝撃を緩和する性能をもちます。

森林認証等

製品名 アスウッドＧ工法 参考価格 10,000円/㎡（直接工事費）

商品仕様

（寸法・納期等）

道産木材の間伐材をチップ化したもの
長さ2.5cm程度、幅0.5cm程度のひじき状チップ
標準施工量：100～130㎡/日（t=3㎝）

－

問合せ先

ニチレキ株式会社 北海道支店

〒012-3456  恵庭市北柏木町3-34

0123-32-3191

0123-32-3194

kurokawa.t@nichireki.jp

https://www.nichireki.co.jp/

製品説明
道産木材の間伐材などの木材チップを特殊アスファルト乳剤や顔料等で混合・敷設した舗装で、自然とマッチし
た景観性と自然の道（土・落葉の道等）と同じ柔らかさを有しています。

森林認証等

製品名 アスウッド工法 参考価格 11,000円/㎡（直接工事費）

商品仕様

（寸法・納期等）

道産木材の間伐材を、長さ2.5cm程度、幅2.5cm程度のチップにしたもの
標準施工量：100～130㎡/日（t=5㎝）
基本歩掛は振興局にあります。

－

木材チップ（ひじき状）の例 アスウッドＧ工法による施工例

木材チップの例 アスウッド工法 施工例

mailto:kurokawa.t@nichireki.jp
https://www.nichireki.co.jp/
mailto:kurokawa.t@nichireki.jp
https://www.nichireki.co.jp/
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問合せ先

株式会社ハルキ

〒049-2306　茅部郡森町字姫川11番13

01374-2-5057

01374-2-2397

info@mori-haruki.co.jp

http://mori-haruki.co.jp/

製品説明
日本の最北部に生育する道南杉を使用したオリジナルデッキ材。やわらかな性質は加工がしやすく作業効率が向上します。
柔らかいといっても粘りがあるので折れにくい性質も持ち合わせています。また、北海道の厳しい気象環境の中で育ったた
め腐りにくく、虫害にも強いのが特徴です。美しい赤身と落ち着いた香りはデッキ材として最適といえます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 道南杉ハル壁　デッキ材シリーズ［防腐注入版・非防腐注入版］ 参考価格 50,000円/㎥（税込）

商品仕様

（寸法・納期等）

厚：38㎜～89㎜、幅：89㎜～235㎜、長：3,650㎜
参考価格は設計価格防腐加工費
納期：1ヶ月

－

問合せ先

下川フォレストファミリー株式会社

〒098-1204　上川郡下川町南町141番地

01655-4-3544

01655-4-4215

info@shimokawa-forest.co.jp

製品説明 北海道産のカラマツで製造したリブ付きウッドデッキです。

森林認証等 FSC® SGEC 合法木材証明

製品名 乾式　防腐・防蟻処理カラマツデッキ材 参考価格 要相談

商品仕様

（寸法・納期）
1本：30×105×3,650㎜ －

デッキ材シリーズ ウッドデッキに使用

mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
mailto:info@mori-haruki.co.jp
http://mori-haruki.co.jp/
mailto:info@shimokawa-forest.co.jp
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【ウッドテーブル・ベンチ】 【道庁・道民ホール】
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問合せ先

昭和マテリアル株式会社

〒069-0365　岩見沢市上幌向町542番地7

0126-26-3636

0126-26-4533

kouki@showamaterial.co.jp

http://www.showamaterial.co.jp

製品説明 頑丈な木材による枠組み仕上げで豪雪地帯の積雪にも充分耐えられる設計です。

森林認証等 合法木材証明

製品名 木製物置 参考価格 270,000～648,000円（1～2坪）

商品仕様

（寸法・納期等）

1坪、1.5坪、2坪他
連棟：要相談

有

問合せ先

株式会社不二木材

〒088-2311　川上郡標茶町開運8丁目61番地

015-485-2367

015-485-2444 

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
道産の間伐材（カラマツ、トドマツ）を使用したウッドテーブルとベンチです。円柱材でのログによる基部と天板で
出来ています。ログ特有の重厚感があり、組み立ては簡易組み立て式です。エクステリアとして一般家庭、公共
施設、レジャー施設などで使用されております。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ベンチテーブル 参考価格 59,980円（税込）

商品仕様

（寸法・納期等）

テーブル１個ベンチ２個のセット商品です。道産の間伐材（カラマツ、トドマツ）を使用。
塗装は外部用木材保護塗装（メイプル）。防腐処理加工（マイトレックACQ）にも対応、
色の変更も可能。

有

1坪タイプ 連棟物置

mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
mailto:kouki@showamaterial.co.jp
http://www.showamaterial.co.jp
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
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ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
道東産トドマツに加圧防腐処理を施した、高耐久ガーデンファニチャーです。
屋外での公園やカフェなどで数々の使用実績が有ります。
ボルトを取り外せば、コンパクトに格納できます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ガーデンテーブル・ベンチ 参考価格
テーブル天板　1,800×760mm

43,000円／テーブル1台＋ベンチ2台セット

商品仕様

（寸法・納期等）

樹種：道東産トドマツ
寸法調整、色変更可能
組合せ変更可能、単品注文可能

－

問合せ先

丸善木材株式会社

〒088-0626　釧路郡釧路町桂4丁目15番地

0154-37-1561

0154-36-3834

kabuto@maruzenmokuzai.com

http://www.maruzenmokuzai.com/

製品説明
道東産トドマツに加圧防腐処理を施した、高耐久ガーデンファニチャーです。
屋外での公園やカフェなどで数々の使用実績が有ります。
ボルトを取り外せば、コンパクトに格納できます。

森林認証等 SGEC 合法木材証明

製品名 ガーデンテーブル［一体型］ 参考価格
テーブル天板

1,800×760mm　35,000円／台

商品仕様

（寸法・納期等）

寸法調整、色変更可能
樹種：道東産トドマツ

－

角型ガーデンテーブル 丸型ガーデンテーブル

ガーデンテーブル・ベンチセット
折畳ガーデンテーブル

・ベンチ

mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
mailto:kabuto@maruzenmokuzai.com
http://www.maruzenmokuzai.com/
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支柱構造 ハイブリッド支柱使用例

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

田家木材株式会社

〒085-0831　釧路市住吉2丁目13-28

0154-41-7411

0154-42-8519

info@taie.jp

http://www.taie.jp

製品説明 トドマツをプレーナーで仕上げた材を用いたラティス。無塗装でも使用できます。

森林認証等 合法木材証明

製品名 トドマツ　ラティス 参考価格 4,000円～

商品仕様

（寸法・納期）

3×6　サイズ　厚37㎜×幅900㎜×長さ1,800㎜
※3×3　2×6　なども対応可能です。
納期は数量にもよりますが2～3週間程度です。

有

問合せ先

株式会社不二木材

〒088-2311　川上郡標茶町開運8丁目61番地

015-485-2367

015-485-2444 

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
本来の木が持つ優れた景観性や環境性を実現させるため、支柱の芯抜き技術により木に鉄を複合（ハイブリッ
ド）させ、地面への設置回避を可能にした事により支柱地際の損傷を改善し支柱の長寿命化を図る工法。木柵、
パーゴラ、木製遊具などに応用可能。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ハイブリッド支柱 参考価格 385,000円/㎥

商品仕様

（寸法・納期等）

木部は道産の間伐材を（カラマツ・トドマツ）使用。防腐処理はマイトレックACQ加工。鋼
管部は亜鉛メッキ加工。

有

mailto:info@taie.jp
http://www.taie.jp/
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
mailto:info@taie.jp
http://www.taie.jp
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html


支柱施工写真 公園施設使用例

ＪＡＳ

名称

〒・住所

電話番号

FAX番号

Email

URL

問合せ先

株式会社不二木材

〒088-2311　川上郡標茶町開運8丁目61番地

015-485-2367

015-485-2444 

fujimoku@sip.or.jp

http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html

製品説明
支柱の芯抜き技術により木に鉄を複合（ハイブリッド）させたハイブリッド支柱を使用した木製パーゴラです。支柱
の芯抜き加工により芯腐れがなくなる事は勿論のこと、木材の内外から防腐処理を行う事により木材の耐久性は
格段に優れたものになっています。

森林認証等 合法木材証明

製品名 ハイブリッドパーゴラ 参考価格 1,850,000円/135㎥

商品仕様

（寸法・納期）

木材は道産の間伐材（カラマツ、トドマツ）を使用。防腐処理はマイトレックACQ加工。支
柱にはハイブリッド支柱を使用。

有

mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
mailto:fujimoku@sip.or.jp
http://www.sip.or.jp/~fujimoku/index.html
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