
http://www.mokuei.co.jp

丹波市産材使用(おばあちゃんの里)





極寒の国や灼熱の国で育った木材を高温多湿の国、日本で使用する

ことは、木材に負担をかけ、本来のその木の良さを失っています。

この地域の気候風土で育った木を同じ環境で使うことが一番良いと

考えます。しかし今の状況は、木が余り過ぎ手入れがされず、地球

温暖化や土砂災害、花粉症問題が深刻な問題となっています。私た

ちの環境を守るのは私たち自身であり、地元の木を使うことは私達

の環境を守り生活を豊かにしてくれることなのです。

１００％国産材使用

地産地消で環境を考える

各種認定証

ＪＡＳ認定証(構造用)

京都府産木材認定書

合法木材認定書

木づかい運動ロゴマーク
木づかい運動のロゴマークは国産材を利用して作られた製品やカタログ、パンフレットなどに付けられる
環境貢献の証しのマークです。

木づかいサイクルマーク サンキューグリーンスタイルマーク

登録番号　A-(1)-110081

ＪＡＳ認定証(造作用)



公共向け商品のご案内

檜蔵（ひのくら）
国産材ブロックタイプフローリング

いなみ野学園中教室　上小 ブラウン色

天然だから心地よい。

15㎜厚Ｆ☆☆☆☆ＵＶ塗装 直貼り

バリエーション全４色

上小節(クリア塗装）

バリエーション

一等(クリア塗装)

※写真、サンプルと実際の生産品とでは色柄イメージが異なる場合があります。天然木の化粧単板は表面塗料の｢ノリ｣
  や柾目、板目の違いによって、多少の色違いが起こったり、木材固有の節や入皮、テカリ、ヤニツボ、ヤニ筋、逆目
　などが含まれる場合があります。木の素材感と風合いを生かした製品であることをご理解  いただいた上でご使用く
　ださい。

カラー

アンバー(A) クリア(C)

グレース(G) ブラウン(B)

構成図

※ 全て受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。



尼崎の森中央緑地公園管理棟建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県尼崎市

発注者：兵庫県阪神南県民局

設　計：㈱三弘建築事務所

請負者：㈱トータルサプライ

竣工年：平成２６年

備　考：木造平屋建て
　　　　建築面積:884.36㎡
　　　　兵庫県産材
　　　　材工共

外観

玄関ホール 廊下

作業室 外観

施工実績

現場写真



(仮称)グラシアニ再建工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県神戸市

発注者：新栄観光㈱

設　計：金下建設㈱

請負者：金下建設㈱

竣工年：平成２５年

備　考：神戸異人館
　　　　伝統的木造建築物
　　　　兵庫県産材
　　　　材工共

外観

１階 ダイニング １階 ラウンジ

２階 バンケット １階 厨房

施工実績

現場写真



(仮称)峰山統合保育所・幼稚園新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：京都府京丹後市

発注者：京丹後市長

設　計：株式会社日匠設計

請負者：山寅･好井･久保ＪＶ

竣工年：平成２７年３月

備　考：木造平屋建て
　　　　建築面積:2834.81㎡
　　　　京都府内産材
　　　　材工共

遊戯室

外観(車寄せ) 玄関ホール

図書コーナー 園児便所

施工実績

現場写真



大手会館改修工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県丹波市

発注者：丹波市

設　計：㈱都市景観設計

請負者：荻野建設㈱

竣工年：平成２７年

備　考：兵庫県指定文化財
　　　　復元工事
　　　　丹波市域産材
　　　　材工共

外観

カフェスペース ライブラリーカフェ

外壁:下見板 廻り縁:本漆喰仕上げ

施工実績

現場写真



姫路家畜保健衛生所建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県福崎町

発注者：兵庫県営繕課

設　計：㈱宮本工務設計事務所

請負者：美樹工業㈱

竣工年：平成２４年

備　考：木造平屋建て
　　　　建築面積:520㎡
　　　　兵庫県産材

研修室

外観 玄関ホール

所長室 玄関アプローチ

施工実績

現場写真



子育て交流施設新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：京都府舞鶴市

発注者：舞鶴市

設　計：㈱阿波設計事務所

請負者：㈱丸富建設

竣工年：平成２６年１０月

備　考：不燃材
　　　　京都府内産材

動のエリア

外観 玄関ホール

静のエリア ピロティ

納材実績

現場写真



香住幼稚園新園舎建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県香美町

発注者：香美町

設　計：㈱浦野設計 関西支店

請負者：株本建設工業㈱

竣工年：平成２４年

備　考：建築面積:1055㎡
　　　　木造平屋建て
　　　　兵庫県(一部香美町)産材
　　　　材工共

遊戯室

外観 外廊下

外廊下 教室

施工実績

現場写真



神津林湯治聚落吟湯新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県神戸市

発注者：㈱福知山温泉

設　計：㈱ﾌﾟﾗｽ計画設計事務所

請負者：三陽建設㈱

竣工年：平成２６年

備　考：建築面積:1988㎡
　　　　木造･RC平屋建て
　　　　丹波市域産材
　　　　材工共

地松丸太:手刻み加工

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ:杉浮造り 風呂場屋根:手刻み加工

外湯:桧丸柱 外湯:桧丸柱

施工実績

現場写真



播磨科学公園都市太陽光第二発電施設設置工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県たつの市

発注者：兵庫県企業庁

請負者：早水電機株式会社
　　　　大林道路株式会社

竣工年：平成２６年

備　考：兵庫県産材
　　　　防腐注入材
　　　　木製架台プレカット 
　　　　(22000平米)

完成

防腐剤注入状況 インサイジング処理

製作金物 取付け状況

納材実績

現場写真



イオンモール岡山

ＤＡＴＡ

所在地：岡山県岡山市

発注者：イオングループ

設　計：(有)テクスチャー

請負者：㈱大本組

竣工年：平成２６年

備　考：岡山県産材

桧無地･一等

桧無地･一等 段差張り

桧一等 柱巻き張り

納材実績

現場写真



篠山市立篠山小学校木造校舎及び屋内運動場耐震補強改修工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県篠山市

発注者：篠山市

設　計：(有)才本建築事務所

請負者：林･荻野ＪＶ

竣工年：平成２７年

備　考：延床:5454.71㎡
　　　　木造校舎５棟　改修
　　　　屋内運動場　　改修
　　　　渡り廊下棟　　増築
　　　　篠山市域産材使用外観

腐朽部 改修前 腐朽部 改修後

改修後:教室 改修後:和室

施工実績

現場写真



「丹波おばあちゃんの里」多目的交流施設建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県丹波市

発注者：丹波市

設　計：㈱内藤設計

請負者：前田建設㈱

竣工年：平成２４年

延面積：499.22㎡

備　考：木造 平屋建て
　　　　木工事 材工

おばあちゃんの里　外観

食事スペース　内装

食事スペース　内装食事スペース　内装

食事スペース　内装

施工実績

現場写真

丹波市域産材使用



(仮称)守山市温浴施設新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：滋賀県守山市

発注者：(有)イーカム

設　計：(有)SUM建築ﾃﾞｻﾞｲﾝ

請負者：金下建設㈱

竣工年：平成２１年８月

延面積：1979.32㎡

備　考：木造 RC造
　　　　木工事 材工

天然温泉 ほたるの湯　外観

天然温泉 ほたるの湯　玄関 天然温泉 ほたるの湯　露天風呂

天然温泉 ほたるの湯　洗い場 天然温泉 ほたるの湯　ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ

現場写真

施工実績



宍粟市新庁舎建設工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県宍粟市

発注者：宍粟市

設　計：梓設計 大阪支店

請負者：栗本･神名ＪＶ

竣工年：平成２１年

延面積：6690.32㎡

備　考：ＲＣ造
　　　　木工事 材工
　　　　不燃･準不燃材宍粟市新庁舎　外観

宍粟市新庁舎　議場不燃壁

宍粟市新庁舎　準不燃リブ

宍粟市新庁舎　議場不燃壁

宍粟市新庁舎　準不燃リブ

現場写真

施工実績



いなみ野学園中教室棟建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県加古川市

発注者：兵庫県

設　計：㈱小西建築設計事務所

請負者：㈱本城建設

竣工年：平成２２年

延面積：266.23㎡

備　考：木造 平屋建て
　　　　木工事 材工

いなみ野学園中教室棟　外観

いなみ野学園中教室棟　中教室 いなみ野学園中教室棟　中教室

いなみ野学園中教室棟　檜蔵張り いなみ野学園　玄関ロビー

施工・納材実績

現場写真



口銀谷銀山町ミュージアムセンター整備工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県朝来市

発注者：朝来市

設　計：㈱まち空間研究所

請負者：三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ㈱

竣工年：平成２２年

延面積：533.64㎡

備　考：木造 ２階建て
　　　　木工事 材工

銀山町ﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ　外観

施工実績

中佐治公民館新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県丹波市

発注者：中佐治自治会

設　計：㈱栄建

請負者：㈱木栄

竣工年：平成２３年

延面積：157.18㎡

備　考：木造 平屋建て

中佐治公民館　外観

施工実績



北山杉の里整備工事

ＤＡＴＡ

所在地：京都市北区

発注者：京都市供給協会

設　計：㈱ＫＯＧＡ建築設計室

請負者：㈱辰巳建設

竣工年：平成２２年

備　考：木造 平屋建て
　　　　京都市域産材
　　　　木工事 材のみ

屋根:北山杉

外観 ベランダ

内装材:北山杉 床の間:北山杉

施工・納材実績

現場写真



(仮称)キッズランドかみ新築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県多可郡

発注者：多可町

設　計：㈱小野設計

請負者：森田･イマナカＪＶ

竣工年：平成２３年

延面積：2279.05㎡

備　考：木造 平屋建て
　　　　木工事 材工

キッズランドかみ　外観

キッズランドかみＣ棟　遊戯室

キッズランドかみＢ棟　檜蔵張りキッズランドかみＢ棟

キッズランドかみＣ棟　遊戯室

施工実績

現場写真



グリーンステーション鹿ケ壺コテージ新築等建築工事

ＤＡＴＡ

所在地：兵庫県姫路市

発注者：姫路市

設　計：東影建築設計事務所

請負者：㈱ホリエ

竣工年：平成２４年

備　考：ログハウス ５棟
　　　　兵庫県産材
　　　　木工事 材工

Ｈ棟　外観

建て方状況 吹き抜け

２階 寝室 木製テーブルベンチ

施工実績

現場写真



ホームページ　http://www.mokuei.co.jp

安全に関するご注意

●このカタログに掲載の商品には、使用用途、場所などを限定するものがあります。

　必ず用途をご確認の上、誤採用がないよう注意してください。

●施工の際は「施工説明書」をよくお読みの上正しく施工してください。

●施工は必ず専門の工事店様にご依頼ください。

〒669-3821　TEL:0795-87-5217　FAX:0795-87-5446


