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智頭町森林組合 木材加工センター

大谷 豪太郎代表理事組合長

　代々林業に携わる家に生まれ、幼い頃から智頭の美林を見て育ちました。今では見ることの
なくなった木馬を使って森から運び出される光景を目にしてきた私にとって、山は生活の一部
でした。必然的にこの業界に約40年間身を投じることになり、まさに木に生まれ、木に育ち、木
に対する想いはひとしおです。昔から暦の上で木の伐れる日というのがあります。迷信のよう

に思う人もあるかもしれませんが、六曜のようなもので樹齢
60年から100 年以上の大径木を切り倒し、木材として加工す
る訳です。昔とくらべ機械化が進み効率よく山から切り出さ
れるようになりましたが、今でもこの暦を守っています。無
駄無く大切に使うため小さな端材、節のある材料も丁寧に加
工をし、材料として使用できる状態に仕上げることも研究し
ています。わたしたちは、先人の志を受け継ぎ、木々に感謝
をし、森を守る。次の世代へもしっかりと引き継ぐことも使
命だと考えています。

　県産材の杉材のフローリングや壁を使うととてもあたたかく、
部屋の中も、あたかも森林浴をしているようなさわやかな空気の
中で過す事が出来ます。
ぜひ、新築や改造をお考えの方は、いやされる杉材の利用をご検
討ください。

■月産加工能力または必要納期
　300㎥
■標準単価
　材により異なります。見積をいたします。

M04

M02

有限会社 大久保製材
・足場板・矢板（やいた）
・杉フローリング原板・杉カベ材ほか
・古足場板（買取・販売）、店舗デザイン施工

　杉の良材を製作しております。主に板材及び乾燥材（加工材を
含む）を市場に提供しています。お客様に納得して頂ける製品作
りを心がけております。

M01 有限会社 青木製材
・板類／長さ2ｍ×厚さ12or15㎜×幅75～300㎜
・１等品、上小節、無節
・内、外装全般の板類２m ４分板5分板の1等品又は無節など ４mも可能

　木材乾燥装置2台を設置し、（乾燥）JAS製品の販売に取り組
み、木の住まい助成制度にも活用しています。

■月産加工能力または必要納期
　200㎥程度　乾燥材であれば2週間～3週間
■標準単価
　材質によりけりで、相談の上
■JAS認定
　構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥処理構造用製材

有限会社 上紙材木店
・桁、梁（長さ3～6m×幅150～390㎜）
・母屋、束、小巾、下地板（杉・桧   長さ2m×厚さ12㎜×幅60～150㎜）
・土台、柱（105㎜角、120㎜角）

　多品種少量・多量生産（雑貨屋商売）、杉・桧の国産材製材
合法木材団体認定番号　鳥木連  第1号
京都府内産木材認証番号　R2-NT-7
木質バイオマス認定番号　鳥木連　第1号
■月産加工能力または必要納期／原木1,400㎥
■標準単価/柱・桧KD3,000×120×12　　4,200～4,500円/本
　　　　　 下地材・杉KD 4,000×36×36　 470～490円/本
■JAS認定/構造用製材、下地用製材、機械等級区分構造用製材
                  人工乾燥構造用製材・下地用製材

・桧／土台、柱105㎜角、120㎜角　
・杉／柱105㎜角、120㎜角
　（桁3・4・5・6m×105㎜または120㎜×150～450㎜）
　間柱、筋違、下地材（36㎜角、30×40㎜、18×45㎜、40㎜角、
　12×60㎜）ほか 

M03 株式会社 ウッディ若桜

優良ブランド「智頭杉」
山を守り次世代につなげる

お
は
な
し

▼木を無駄にしない技術・工法を研究

▲大型の乾燥機が並んでいる
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M05

　お客様のご注文に応じて対応しています。
構造材・造作材・下地材はJAS製品として出荷しています。

■月産加工能力または必要納期
　KD材は受注後、3週間位で出荷可能です。
■JAS認定
　構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥処理構造用製材

有限会社 久米製材所
・杉／桁・梁（乾燥JAS）4.0m×120㎜×240㎜、5.0m×120㎜×240㎜
・杉／母屋（乾燥JAS）4.0m×105㎜×105㎜、4.0m×120㎜×120㎜

　県産材を活用した製品を作り、公園・景観施設に木材の良さを
アピールし、安全・安心の製品を提供したい。
JIS認定（防腐剤JIS k 1570）

■月産加工能力または必要納期
　1～2カ月
■標準単価
　4,000円～5,000円

M10

M07

東洋交通施設 株式会社
・土木資材
・木製デリニエーターなど

　智頭町周辺で育てられた杉や桧は、重い雪に耐えながら 80年
～100年経ち、丈夫でねばり強く、しなやかな木材に成長します。
当社は、厳選された丸太から、現代の暮らしに合わせた建築材
やインテリア材に形を変えて、さらに長い間活かされる様、乾燥
と加工技術にこだわります。
・不燃処理・準不燃処理 ・難燃処理

■月産加工能力または必要納期
　30㎥

・杉 桧 建築資材
（柱・梁・枠材・建具材・壁板・床板・階段板・丸手摺・カウンター材）
・家具・ブラインド・ランチョンマットほか

M06 株式会社 サカモト

　当社はJASの認証を受け、地元で育った鳥取県産材を使い、
一本一本の特性を見極めたうえで高品質な製品及び人工乾燥材
を供給しております。木を材として生まれ変わらせ皆様にお届け
することを使命と考え日々邁進しております。

■月産加工能力または必要納期
　3週間～1カ月
■JAS認定
　構造用製材、造作用製材、人工乾燥処理構造用製材

讃岐木材 株式会社
・一般建築用材（土台・桁・梁など）
・一般建築用材（造作材）
・人工乾燥材

M08

　鳥取県産中心の既成品にない特殊寸法別注文に対応可能で、
桧杉の内外造作用材。また、構造材を製材しています。桧杉の造作
材については、人工乾燥・天然乾燥材　在庫豊富にてご一報を。

■月産加工能力または必要納期
　物によります。
■標準単価
　見積をいたします。

協同組合 智頭製材工業
・桧杉の一般、公共、寺社仏閣用　
・角材、割物材及び特殊材別寸法注文材

　適正に管理したSGEC、PEPC認証材から伐採搬出し、当組合製
材工場（CoC取得）で建築用材を基に受注生産を行っています。

■月産加工能力または必要納期
　50㎥

■JAS認定
　構造用製材、人工乾燥処理構造用製材

M12M11 鳥取県中部森林組合
・杉／桁・梁　4.0m×120㎜×150～300㎜
・桧／土台　　4.0m×120㎜×120㎜、4.0m×105㎜×105㎜

　智頭町森林組合では、植栽・育林・作業道・森林整備、伐出、
製材・乾燥、加工、販売と、優良材を提供する無駄のない一貫し
たシステムを導入しております。また、SGEC認証を受けた森林か
ら搬出された材を、CoC認証を受けた加工センターで製材、加
工、販売しております。

■JAS認定
　構造用製材、造作用製材、下地用製材、
　人工乾燥処理構造用製材・造作用製材・下地用製材

杉材・桧材

M09 智頭町森林組合 木材加工センター

・鳥取県産スギ、ヒノキの無垢材にこだわった内装材です。
　加工も県内で行っています。
・腰板（スギ：無垢材）、床板（フローリング）の表面は、
　水や汚れ、キズが付きにくいウレタン塗装です。
・床板（複合フローリング：WPC)を開発中です。

■標準単価
・杉（ウレタン塗装）腰板／板目 7,560円/㎡
・杉（ウレタン塗装）床板／板目 8,640円/㎡
・桧（ウレタン塗装）床板／板目 16,200円/㎡

鳥取木材協同組合 木質内装材販売部
『とっとり杉ごころ』『とっとり桧ごころ』
・腰板（杉）/板目（目透かし有無）、柾目（目透かし無）（0.9m×9㎜×100㎜）
・床板（杉）/板目、（桧）／板目（0.9m×15㎜×150㎜）
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M13

　木味、香りを活かすように天然乾燥を主に行なっています。注
文生産をしていますので、お客様の要望する製品(寸法・数量）
を提供できます。
上記写真は当社の木材を使用した施工例です。
■月産加工能力または必要納期
　60～80㎥
■標準単価
　桁/節あり 7,200円/本(芯持)、3方上小節  18,500円/本(芯持)
　柱/節あり 3,000円/本(芯持)、3方上小節 7,500円/本(芯持)
　加工板　3,800円/坪

有限会社 中前製材
・芯持、芯去　桁（4m×120 ㎜×240 ㎜など）
・芯持、芯去　柱（3m×120 ㎜×120 ㎜など）
・加工板（2m×10 ㎜×105 ㎜など）・カウンター

　県内に植林されている杉・桧は、軽軟なために用途が限られて
いました。協力工場が開発した圧密技術は、薬剤を一切用いず
に熱と圧力のみでプレス圧縮し、県産の杉、桧を広葉樹よりも高
硬度化させることができ、表面に杉、桧の圧密材、土台に県産の針
葉樹合板を用いた複合フローリングにすることで、品質・納期・価
格への対応力を高めています。
■月産加工能力または必要納期／1,000㎡
■標準単価／杉18,000～20,000円/㎡・桧23,000～25,000円/㎡
■JAS認定／構造用製材、造作用製材、
                         人工乾燥処理構造用製材、人工乾燥処理造作用製材

・鳥取県産材（杉・桧）を用いた重歩行対応の
　圧密フローリング（0.9m×15㎜×90㎜、1.8m×15㎜×90㎜）

M15 久本木材 株式会社

　創業は昭和 23 年。木さくで木がるな木のお店です。
主に県東部の材を加工しております。木の良さを活かした製品
作りをしております。
製材業・木材・新建材販売・建築設計
新築・リフォーム工事も承ります。
(社 ) 日本 DIY 協会認定アドバイザー

・建設用 /工業用木材全般

M14 株式会社 西川材木店

M16

　当加工場は間伐材の有効利用を目的に設立され、主に間伐材
（小径木）の円柱加工を行って土木・園芸資材を製造しておりま
す。また鳥取県内で唯一加圧注入木材防腐・防蟻処理設備を有
しており住宅の土台等の防腐・防蟻処理も受託しております。木
材の円柱加工、防腐・防蟻処理については当加工場へご相談く
ださい。

■標準単価
　丸棒／杉54,000円/㎥～ 
　防腐処理杭／杉77,760円/㎥～

八頭中央森林組合 国産材加工場
・土木資材
・丸棒、防腐処理杭

M18

　当社はＦＳＣ（森林管理協議会）認証材で、環境に配慮した製
材を行っています。木の良さを活かした製品作りをしています。主
として他社のツイン鋸で製材出来ない大きな丸太より中杢の板を
取り、人工乾燥して大山プレカット工場にて製品加工して商品と
しています。上記の要領にて鳥取県産の杉丸太を製材販売する
ことによって山元へ資金還元をして森林の再生を行い、循環型社
会に貢献しています。
■標準単価／2,400円/枚
■月産加工能力または必要納期／10㎥
■JAS認定／構造用製材、天然乾燥処理造作用製材、
　　　　      人工乾燥処理構造用製材・下地用製材

杉 羽目板   長さ4m×厚み12㎜×幅125㎜  赤白・無節・本実加工
・モルダー裏面反り防止加工付
・エンドマッチ加工はオプションになります。

M17 淀江木材工業 株式会社

　様々な樹種が持つ木の色や質感、模様をうまく組み合わせること
で新しいものが生まれてきます。木材とはそれぞれが譲し出す深み
や美しさを感じうる素材のひとつ、また居住空間のアクセント。そう
ゆう空間を提供し提案できるよう日々自分が見つけた原木を製材
し、磨き、愛着をもって小さな努力を続けています。

■月産加工能力または必要納期
　5～10㎥、オーダー家具（納期40日以上）
■標準単価
　1枚／1,000～100,000円※加工費別途

有限会社 米子中西
広葉樹を中心としたインテリア・家具部材の提案・提供
・カウンター、テーブル、制作家具部材
・杉、桧　建築用材（化粧板）
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