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　このカタログは、島根県産木材製品の利用拡大に活用していただくために、県産木材製品を

製造している・製品を取り扱っている県内企業を紹介したものです。

　なお、このカタログには県内の全ての企業を掲載できておりませんので、お近くの製材工場、

販売店、もしくは島根県木材協会へお問い合わせください。

　県産木材製品を製造する県内の製材工場及び製造品目の情報をご紹介します。

なお、このカタログにない製材工場、製造品目もありますので、お近くの製材工場や、島根県

木材協会支部にお問い合わせください。

　【製造品目】

： 未乾燥材（Green Wood Lumber）

乾燥処理が施されていない製材

： 天然乾燥材（Air Dry Lumber）

自然に乾燥させた材

： 人工乾燥材（Kiln Dry Lumber）

人工的に乾燥機で乾燥させた材

： 人工乾燥モルダー仕上材

人工乾燥材にモルダー加工を施した材で、表面が平滑に整った製品

　※製造品目は製材できる製品です。その他についても取扱が可能な品目もありますので

　　各製材工場へご相談ください。

　県産木材製品を取り扱う県内の販売店をご紹介します。

なお、このカタログにない販売店もありますので、お近くの販売店や、島根県木材協会支部に

お問い合わせください。

　はじめに

　島根県産木材製品を取り扱う販売店

　島根県産木材製品を製造している製材工場
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会社・
製造商品

住所 島根県松江市矢田町250-91 E-mail guchi@gaea.ocn.ne.jp

TEL 0852-24-7447 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://noguchi-mokuzai.info/

マツ、スギ構造材
マツ床暖房用フローリング

低温除湿式乾燥機　10㎥×１基
超仕上げかんな盤

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県松江市宍道町佐々布216番地 E-mail shintoua@ia3.itkeeper.ne.jp

TEL 0852-66-0336 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sintoua.jp/

構造材（スギ、ヒノキ）
造作材（スギ、ヒノキ）

●製造品目 自社施工も承ります

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材
土木資材

その他

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

有限会社 野口木材店
　建築・工業用木材の製材、加工を行っています。受注から納品まで一貫対応しており、高品質な製品生産かつ
短納期にも対応いたします。製造加工率・加工スキルの向上に取り組み、高品位ものづくりに挑戦しています。
　杜と人とを結び続けて60年、私たちはこれからも杜の暮らしを愛情持ってお届けいたします。

FAX 0852-27-8008

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

新東亜工業 株式会社
弊社は昭和２年に創業し、以来天然乾燥にこだわった製品づくりを続けてまいりました。長年の経験により培ったノウハウで、
安定した製品の提供を行っております。
　また、木材店ならではの天然木材を使った「ちょっとした」オーダー家具も製作しております。
　ぜひお気軽にお問い合わせください。

FAX 0852-66-1097

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県松江市東忌部町899-2 E-mail matsue@akamatu.jp

TEL 0852-33-2788 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://akamatu.jp/

CLT（スギ、ヒノキ） フローリング（スギ、ヒノキ）
平角（スギ、ヒノキ） 壁板（スギ、ヒノキ）
下地（スギ）

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 丁張材
框、縁框
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

株式会社 赤松産業　松江支店
　弊社は林業も行っており、山陰両県にスギ・ヒノキ・マツ・広葉樹等の立木を所有し、お客様に最適な丸太を供給しております。
　最高の木を使い、木材の魅力を余すことなく引き出す家づくり。施主様のニーズや時代の流れを踏まえつつも、自然の風合いを生かした、
他にはできない家づくり。それらを目指すみなさまに、私たちの木材・サービスがきっとお役に立ちます。木を知り尽くす「木挽き」
としての知識と経験を、お客様のために存分に発揮いたします。
　県産材補助金の申請も承ります。サンプル品、無料お見積り等、お気軽にお問合せください。

FAX 0852-33-2889

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県雲南市大東町大東下分559-2 E-mail watanabe4023@purple.plala.or.jp

TEL 0854-43-2886 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

建築材
鎧張りウッド（本実）デッキ材（E's-WOODも対応できます）
本実Vカット 床材・壁材・ヘリンボーン（エンドレスマッチ）

7軸モルダー
ベルトサンダー（650幅）

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県飯石郡飯南町佐見771-1 E-mail seizai@ii-mori.jp

TEL 0854-72-0523 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://ii-mori.jp

ヒノキKD（MKD）　土台・柱・大引
スギKD（MKD） 桁・梁・柱・母屋・間柱
地マツKD（MKD） 桁・梁・母屋

ＪＡＳ認定工場　構造用製材 ／ 人工乾燥処理構造用製材
高温蒸気式乾燥機 6㎥
4軸モルダー

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 足場板・土木桟木
敷居、枠材 杭木・丁張板
框、縁框 丸太杭・胴木
鴨居、回り縁、竿椽 ｼｽｲｴｰｽ（簡易横断溝）
額縁、幅木・他

特記事項

渡部製材所
弊社は自然乾燥を主体に建築用構造材・造作材・羽柄材・下地材・土木資材を
製造販売しています。また、デザイン住宅が増えてきた今だからこそフローリング・
ピーリング・デッキ材など時代とニーズに合わせた木材製品を提供します。

FAX 0854-43-2988

主力製品

製造品目 スギ マツ 製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

FAX 0854-72-0978

内装材

造作材

飯石森林組合【飯南事業所】
「地域と森づくり、それを支える人づくり」を旗印に、バランスのとれた
「伐って・使って・植えて・育てる」循環型林業を目指します。
当組合で伐採した雲南市・飯南町産材の杉・桧・地松を使い赤来製材工場と
波多製材乾燥工場の2製材工場にて建築用の構造材・羽柄材・造作材・下地板や
土木資材を製造販売しています。

土木資材

その他

主力製品

製造品目 スギ マツ 製造品目

特記事項

構造材
羽柄材
・
下地材

造作材

内装材

土木資材

その他

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

本実Vカットフローリング

鎧張りウッド（本実）
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会社・
製造商品

住所 島根県出雲市乙立町3292-12 E-mail susachip.ottachi@gmail.com

TEL 0853-45-0131 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://susachip.com/

天然乾燥中

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他 家具部材・ダンネージ

県内産間伐材を取扱い、特に小径材を中心に製品化しています。
会社・ 県内唯一の丸棒加工施設を持ち、杉・桧材の直径6㎝から20㎝までのロータリー加工品を製造しています。
製造商品 また、防腐処理施設を併設しJIS規格に定められた加圧防腐処理を施しています。

住所 島根県出雲市朝山町1314-1 E-mail izrinkako@m1.izumo.ne.jp

TEL 0853-48-2103 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.izurin.jp/

丸棒(杉・桧ロータリー加工品・Φ6㎝～20㎝）
土木資材(丸太・丸太杭・看板木枠・木製バリケード）
加圧防腐注入処理(委託含む）

丸棒加工機 2基
蒸気式中温乾燥機 30㎥
加圧防腐処理施設（CUAZ・AAC-1）

・丸棒加工 φ60～200㎜

●製造品目 　　　　　　　委託製材も行っています

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 丸棒
額縁、幅木・他

須佐チップ工業 有限会社
弊社は、自然の恵みである木材を有効かつ大切に使うため、伐採～チップ生産・製材までの
工程を一貫して行っております。県産材はもとより、国産材を用途にあわせ、より有効に使用しています。
特に広葉樹については、多方面よりの問い合わせがあります。

FAX 0853-45-0132

主力製品 ・スギＧ・スギＡＤ　造作材・建具材・羽柄材・下地材
・ヒノキＡＤ　　　　別注盤木・造作材・建具材・下地材

羽柄材
・
下地材

特記事項
・遠赤外線木材乾燥機
・４軸モルダー

製造品目 スギ マツ 製造品目

内装材

構造材

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

出雲地区森林組合

FAX 0853-48-2113

主力製品

特記事項

造作材
土木資材

その他

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県出雲市塩冶有原町5－3－1 E-mail

TEL 0853－23－0730 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ヒノキAD、スギAD、マツAD、厚貼集成材

特殊製材　1,050mm幅まで可能な幅広製材。看板・テーブルなどに対応。
特殊加工　180×400mm直角二面鉋、600mm幅自動鉋が可能。

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県出雲市武志町708番地 E-mail miyake-zaimoku@grape.plala.or.jp

TEL 0852-21-3255 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

県産材（杉・桧）天然乾燥材
構造材・下地材・造作材各種

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材
土木資材

その他

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

株式会社 三宅材木店

県内の市場から優良丸太を仕入れ、県産製材品各種を取り扱っております。

FAX 0852-21-3256

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

有限会社 水上材木店

弊社では天然乾燥を主体として製品を納材しています。
特殊な製材や製品の加工仕上げを行っています。

FAX 0853－22－4100

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

天然乾燥

幅広製材
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会社・
製造商品

住所 島根県出雲市所原町105 E-mail dqc00145@nifty.ne.jp

TEL 0853ー48ー0209 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

スギ・ヒノキの構造材　

７軸モルダー加工機
中温乾燥機
ホットプレス機

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県出雲市斐川町上庄原1280番地 E-mail webmaster＠woody-Kimura.co.jp

TEL 0853-72-8266 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://woody-kimura.co.jp

杉　構造材、造作材、フローリング、壁材
桧　構造材、造作材、フローリング、壁材
「杉の糸」

高温蒸気乾燥機（中温、低温可）
６軸ワイドモルダー

「杉の糸」壁板
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材
土木資材

その他

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

造作材
土木資材

その他

株式会社 キムラ

”木と人とのかかわり方を考える企業”です。構造材から造作材まで品質にこだわり、安心・安全に使用していただける
商品の供給に努めております。

FAX 0853-72-8267

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

増原木材工業 有限会社
島根県内原木市場より優良丸太を仕入れ、製材・乾燥・加工します。
確かな製材技術で良質な製品を販売しています。
内装品や一部の構造材は受注生産となりますので、納期がかかる場合があります。

FAX 0853ー48ー0297

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

７軸モルダーAD材
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会社・
製造商品

住所 島根県出雲市白枝町139番地（本社） E-mail info＠suyamalumber.co.jp

TEL 0853-28-0888 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.suyamalumber.co.jp/

梁・桁構造材（スギKD・ヒノキKD）、プレカット加工
キッチン・バス・トイレ等の建材
ウッドデッキ・木製フェンス

JAS認定工場　構造用製材／人工乾燥構造用製材
プレカットAQ認証工場
合法木材供給事業者、しまねの木取扱事業者

●製造品目

ヒノキ
土台・大引・母屋 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
大壁用管柱、通し柱 垂木・根太、芯持小角
化粧用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
梁、桁構造材 野椽、板野椽、胴縁
丸太梁（丸太、タイコ） 破風板、幅広板類
床・フローリング 野地板、ラス下地
壁板・ピーリング 板類（畳下地）
敷居、枠材 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ・木製ﾌｪﾝｽ
框、縁框 杭木
鴨居、回り縁、竿椽 木製安全標識
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県出雲市斐川町神氷2830 E-mail ippi1215@gmail.com

TEL 0853-72-3127 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ヒノキ　土台　　
スギ　　柱、構造材
地マツ　梁

桧　土台、大引き材

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材
土木資材

その他

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

有限会社 伊藤製材所
斐川町にある小さな製材所です。
地域の皆様に支えられ、創業から現在まで営業させていただいています。
小さいから出来る、お客様の要望にそった適材適所の提案をさせていただきます。

FAX 0853-72-4175

主力製品

特記事項 桧　原木 杉　破風板材

製造品目 スギ マツ 製造品目

造作材 土木資材

構造材

製造品目

羽柄材
・
下地材

内装材

　　須山木材 株式会社
　一般住宅から神社仏閣、各種住宅資材など、木の持つ素晴らしさをいかした製品を取り扱っています。
　木造建築にとって非常に重要なのは、木材の継手・仕口・ホゾと呼ばれる接合部。従来は大工さんが図面をもとに手作業で仕上げていました
が、コンピュータ式自動機械（プレカット）で加工することにより、短期間に高精度に仕上げ、安定した品質で製品を提供できます。また羽柄加
工機や梁丸太加工機、特殊加工機の導入により、従来の横架材ラインでは加工できなかった登り梁、合掌、ケラバ、追掛継手、台持継手などの特
殊形状の加工にも対応します。

FAX 0853-28-1530

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県出雲市園町1277-22 E-mail tate@snow.ocn.ne.jp

TEL 0853-63-3030 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ヒノキKDM　土台、柱、フローリング、壁材
ヒノキ天然乾燥材　造作材
スギ天然乾燥材　造作材

製材機械（台車）
モルダー加工機
二面プレーナー付ダブルフリッパー

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県出雲市斐川町出西３９９０ E-mail

TEL 0853-72-0326 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

化粧用柱
土木用資材

高温蒸気式乾燥機 20㎥×1基

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材
土木資材

その他

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

北脇材木店

県内の市場から丸太を仕入れ、県産製材品各種を取り扱っております。

FAX 0853-72-0327

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

造作材
土木資材

その他

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

有限会社 立石材木店
弊社は国道431号線沿いの出雲市と松江市の中間地点にあり、両市における現場からは比較的利便性の高い場所に位置しております。
また、新築住宅の多くがプレカット加工になる中、手刻み加工の大工様にも対応できる広い加工場（本社及び斐川倉庫）や加工機（モルダー、
ツインリッパー）を備えております。

FAX 0853-63-3031

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

人工乾燥機

小割機
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会社・
製造商品

住所 島根県大田市久手町刺鹿2678 E-mail info@sekirin.co.jp

TEL 0854-82-8001 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sekirin.co.jp

地松 梁、桁、母屋、垂木、壁面材、フローリング

ＪＡＳ認定工場　構造用製材
中温蒸気式乾燥機 40㎥×1基
4面プレーナー

                        石見赤松　構造材
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県大田市鳥井町鳥越413-4（大田市工業団地内） E-mail info@takeshitamokuzai.jp

TEL 0854-82-0353 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.takeshitamokuzai.jp

地マツ　フローリング、桁、梁、造作材
ヒノキ　フローリング、桁、梁、造作材

ＪＡＳ認定工場　構造用製材
高温蒸気式乾燥機 25㎥×1基、20㎥×2基
7軸モルダー、4軸モルダー、自動送材車2台、オートテーブル
ダブルエンドテノーナー、ベルトサンダー、超仕上げ 　　　　　地松フローリング

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類

床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 社寺用材
額縁、幅木・他

有限会社 石東林業商会
当社のある島根県の「県の木」が黒松であるように、古くから山陰／中国地方は松の産地として栄えてきました。
当社では、創業百年の伝統と製材技術を活かしながらも、常にその時代のニーズを察知することを怠らず、最新の技術を取り入れることで、高品
質の製品を作り出す努力をしております。また、乾燥材・プレカットによる施工期間の短縮、施工にあたっての提案など、施工支援の品質向上に
も力を入れております。

FAX 0854-82-8003

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

特記事項

地松梁材
桧フローリング

製造品目 スギ マツ 製造品目

竹下木材 有限会社
中国山地から選りすぐりの木をお届けする竹下木材（島根県大田市）です。
希少価値の高い地松や桧を主に取り扱っております。
構造材とフローリング、造作材やカウンター材など幅広い種類の商品を、製材から仕上げまで一貫して自社で加工してお届けいたします。

FAX 0854-82-1905

主力製品

造作材
土木資材

その他

造作材

野地板、ラス下地

構造材
羽柄材
・
下地材丸太梁（丸太、タイコ）

内装材

土木資材

その他

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

－9 －



会社・
製造商品

住所 島根県大田市静間町1044 E-mail info@nimarin.jp

TEL 0854-84-8138 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nimarin.jp

地松　化粧材、桁、梁 栗　土台、柱、フローリング
杉・桧　構造材、羽柄材 広葉樹　梁、桁、フローリング

ＪＡＳ認定工場　構造用製材
中温蒸気式乾燥機 20㎥×1基、除湿式乾燥機 20㎥×1基

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県大田市温泉津町福光ハ1621番地91 E-mail fukunami@my.izumo-net.ne.jp

TEL 0855-65-2311 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.fukunamibusan.com

スギAD　化粧羽柄、化粧桁、造作材、梁・桁構造材

ＪＡＳ認定工場　構造用製材

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他
化粧桁

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

迩摩林業 株式会社
国産だからこそ得られる安心と確かな品質があります。弊社では数多くの樹種を取り揃えております。
製材可能な長さも12ｍまでと長尺材にも対応可能です。現在では、新しく広葉樹のフローリングにも力を入れております。
時代の流れと共に変化してゆく建築資材のニーズに対応しつつ、新たな製品の開発にも取り組み、より良い製品をお届け
できるよう努力してまいります。

FAX 0854-84-8138

主力製品

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

造作材
土木資材

その他

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

福波物産 有限会社
島根県大田市温泉津町の福波物産です。
製材業を営み、木材の温かさを生かし健康にやさしい住まい作りと、100年持つ住宅を心がけ、基礎工事と構造体（軸組材）には
妥協せず施行しています。
お客様の要望を満足のいく形に作り上げていくことが私たちの喜びです。ぜひ、一度ご相談ください。

FAX 0855-65-2328

主力製品

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

造作材
土木資材

その他

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県邑智郡邑南町日貫3035番地2

TEL 0855-97-0111 E-mail iwami-ringyou@ohtv.ne.jp

ヒノキADM　土台、横架材、板類他
スギADM　　柱他
新建材

６軸モルダー
ワイドベルトサンダー
レーザー加工機

　　　　　　　　　 インスタグラム・ブログ絶賛発信中！
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 DIY用部材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県邑智郡邑南町鱒渕1111 E-mail rinsan-hidaka@ohtv.ne.jp

TEL 0855-83-0323 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ヒノキKDM　ベッド、フローリング
スギKDM　フローリング
E's-WOOD（窒素加圧加熱処理材）　ガーデニンググッズ

ＪＡＳ認定工場　構造用製材
高温蒸気式乾燥機 10㎥×1基, 電気式乾燥機 2㎥×1基
窒素加圧加熱処理機（出雲木材市場と共同利用） 　　　　　島根県産桧ベッド 　　　ガーデニンググッズ

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 ベッド部材
額縁、幅木・他

石見林業 有限会社

純国産ヒノキを専門に天然乾燥で製材しています。
建築資材・DIY用材の他、オーダーメイドまな板や木製グッズも販売しています。

FAX 0855-97-0112

主力製品

特記事項

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

製造品目 スギ マツ

有限会社 日高林産
当社では、お客様にライフスタイルを提案できる高付加価値商品づくりを行っています。
また、間伐材の有効利用を進め、森林の再生とエコ商品の提供を行っています。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

FAX 0855-83-0431

主力製品

特記事項

土木資材

その他
造作材

（E's-WOOD製品）

製造品目 スギ マツ 製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県邑智郡邑南町下亀谷851-4 E-mail suhama0515@gmail.com

TEL 0855-83-0515 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

地マツ　梁、桁、垂木
スギ 　柱
ヒノキ　土台、大引

高温蒸気式乾燥機 10㎥×1基

　　　写真の説明
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

有限会社 洲濱林業
地松を使った梁・桁・垂木等の建築用材を生産しています。
また、杉・桧の建築用材の製材も行っています。
委託製材も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

FAX 0855-83-1221

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県江津市都治町107 E-mail t-rinzai@iwamicatv.jp

TEL 0855-55-0013 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ー

超仕上げ、モルダー加工
　　　　構造材や造作材

超仕上げ
4軸モルダー

製材品 　　モルダー
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県浜田市旭町今市605番地3 E-mail ー

TEL 0855-45-0250 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ー

KDM内装材　フローリング
地元素材生産業者との連携　　広葉樹フローリング

4軸モルダー
フローリングの実加工

実加工されたフローリング 出荷製品
●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

山本製材所
人手不足により、大口の発注には自社では対応しかねますが、浜田地域の製材所で連携し対応をおこないます。
大規模ではありませんが、粗引き・乾燥・モルダーの各作業工程を丁寧に行っており、品質について保証します。
また、フローリングの実加工などにも対応しておりますので、製品についてご相談ください。

FAX 0855-45-0250

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

都治林材産業 有限会社

大量生産には、対応しておりませんが、製品にについて要望を聞かせていただき、丁寧に仕上げております。
超仕上げや４軸モルダーを用いた仕上げ加工による品質に自信がありますので、製品についてご相談ください。

FAX 0855-55-0803

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 浜田市弥栄町長安本郷399番地1 E-mail seibu@s-sanson.com

TEL 0855-48-2332 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ s-sanson.com

雑貨小物、家具、床材（いずれも受注制作）
主な使用樹種/ブナ、クリ、サクラ、ミズメ、ホウノキ

・高温乾燥庫１基　中温乾燥庫２基
テーブルトップ フローリング

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 幅はぎ加工請負
額縁、幅木・他 人工乾燥請負

会社・
製造商品

住所 島根県浜田市黒川町1571番地1 E-mail urata-mokuzai@yahoo.co.jp

TEL 0855-22-0385 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ urata-mokuzai.com/index.html

JAS認定構造材

6軸モルダー
JAS認定工場　構造用製材
製材業だけでなく素材生産業も行う

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

(公財)島根県西部山村振興財団
県西部の自治体などの応援を受けてＨ７年に設立された団体です。山村の活性化を図るため、依頼主の発注により、部材や最終製品を制作しま
す。雑貨小物から家具、床材、店舗・ビジネス什器まですべて地元の木材を使用しています。地元の山から原木を伐採して、製材、人工乾燥、製
品加工など、すべて地域の人たちの手によって支えられています。

FAX 0855-48-2668

主力製品

特記事項
冬場の降雪など条件不利地のため、夏伐広葉樹材を使用した
木製品制作に取り組んでいます。

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

浦田木材 株式会社
大量生産は行っていないが、注文・要望に添った製材を行っており、広葉樹についても対応をおこなえます。
構造JAS取得、６軸モルダーの導入をおこない、製品の品質向上についてますますの努力をおこなっております。
製材業だけでなく素材生産業も弊社で行っており、注文に沿った木を自伐、製材を行うことが出来ますので、
ご相談いただけたらと思います。

FAX 0855-22-4126

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ

土木資材

その他

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上
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会社・
製造商品

住所 島根県益田市中島町ロ１４８ E-mail matagaqe@iwami.or.jp

TEL 0856－22－0066 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.v-hf.com/h/mataga758/

主力製品 内装材、造作材

〇幅広目透杉板（写真①）
厚さ17mm、有効巾155mm（目透部分含む）の加工板で、
目透部分が20mmと広いのが特徴です。※注文生産のため納期が必要
〇レーザーカット杉板製品（写真②～⑤）
島根県産材を使用して、レーザー加工機で切抜き、彫り込みをしています。
商品は多様で、表札、お店の看板、写真立て等様々なご注文に対応します。

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 島根県益田市高津7丁目8ー26 E-mail  gokyo@beach.ocn.ne.jp

TEL 0852-23-0021 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.gokyo-lumber.com/company

梱包材

熱処理認定工場（社）全国植物検疫協会登録番号全植検協52－02（H27.4.1）更改
梱包材生産者登録（社）全国植物検疫協会登録番号JP-9331002HＴ（H28.4.1）更改

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

造作材

内装材

五共木材 株式会社
1969年創業、海外材（Ｎｚ）の松材、島根県産材・山口県産材といった国産杉材を使用した梱包材を製造しています。従業員は33名、本社工場
のある益田市高津町の立地は木材関連の企業が集積する「益田木工団地」にあり、6,250坪の工場で操業しています。日本海に流れ込む高津川の
河口に面し、自然乾燥に適した立地となっている。2015年には門司港に近接した福岡県豊前市に九州工場を開設しました。2019年に大型製材
機械を導入。現在は大型乾燥機2台、乾燥材収容倉庫8棟、1,400坪を有し、乾燥梱包材の供給拡大を図っています。

FAX 0852-23-0212

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

土木資材

その他

株式会社 又賀製材所

1951年創業。内装材や造作材の他、県産材を使用したオリジナル商品の製作・取扱いを行っています。
内装材、造作材を中心に幅広いニーズにお応えいたします。

FAX 0856－22－0067

製造品目 スギ マツ

商品紹介

土木資材

その他

製造品目

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

造作材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

写真 梱包材用製品

①幅広目透杉板 ②コースター 桜 ③コースター花園

④見返り猫 ⑤幸せ猫 ⑥ネームプレー
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会社・
製造商品

住所 島根県益田市高津7丁目6番10号 E-mail

TEL 0855-22-2255 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yasuno.co.jp/

パレット、梱包材、建築・土木資材
チップ（製紙用、燃料用）、オガ粉（鋸くず）、バーク（樹皮）

ツイン台車、ツインテーブル、人工乾燥設備、自動製材システムを整備。
桟積、熱処理、防腐・防カビ処理など幅広いニーズに対応。

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽
額縁、幅木・他

会社・
製造商品

住所 益田市高津7丁目3番24号 E-mail uma1san8@juno.ocn.ne.jp

TEL 0856-22-3443 会社HP https://3110mokuzai.com/

構造材、羽柄材、造作材、
羽目板、フローリング、
焼杉板

〇ＪＡＳ認定工場　
人工乾燥構造用製材
人工乾燥造作用製材
人工乾燥下地用製材

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他

主力製品

特記事項

FAX 0856-23-5900

“お客様の笑顔が見たい” 五感に感じる木の良さを島根県西部、
石見地方、水質日本一に7回も輝いた高津川流域材を中心に木材
を通じて創業から70余年、地域の皆様に愛される会社を目指して
スタッフ一同、常に前に向かって進んでいます。

製造品目 スギ マツ

FAX 0856-22-0136

株式会社 佐々木馬一商店　

主力製品

特記事項

その他

羽柄材
・
下地材

製造品目

安野産業 株式会社
昭和3年操業。清流高津川の流域で育った自社山林より､森林資源の伐採・生産・出荷まで、最新機器を用いた一貫供給体制を構築しています。
工場ではツイン台車やツインテーブルの他、人工乾燥設備やコンピュータープログラミングによる自動製材システム等の最先端機械導入しており、
低コスト・高能率を可能にし、高品質製品を生産しています。

製材品目 スギ マツ 製材品目

内装材

構造材

造作材
土木資材

構造材
羽柄材
・
下地材

内装材

造作材
土木資材

その他

梱包材

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

写真 梱包材用製品

焼杉（ブラシ）
焼いてブラッシングをかけ、表
面に薄く炭が残っています。

焼杉（浮造りタイプ）
焼いた後にワイヤーブラシにて磨き
込み、浮造り仕上げにしております。

床壁天井材（杉・本実加工）
内装に適した明るい板を選別し、本実加工
を施し、表面は超仕上げにております。

工場一覧
〇本社・高津工場
〇豊川工場
〇神田工場
〇津和野工場豊川工場
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会社・
製造商品

住所 島根県隠岐郡隠岐の島町原田奧ノ原986-6 E-mail mokkyo189@aurora.ocn.ne.jp

TEL 08512-2-0189 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.oki-woodhill.com//

スギ赤AD　土台　　　スギKD　羽柄材
スギKDM 柱、大引、母屋 マツKDM　フローリング
地マツ・地スギKDM　梁、桁 スギKDM　壁板

ＪＡＳ認定工場Bタイプ　構造用製材認定
乾燥ＪＡＳ認定工場Bタイプ　人工乾燥構造用製材認定
高温蒸気式乾燥機 100㎥×4基、四面加工機

●製造品目

ヒノキ 広葉樹 スギ ヒノキ マツ 広葉樹
土台・大引・母屋 垂木・根太、芯持小角
大壁用管柱、通し柱 間柱・筋交い・平割
化粧用管柱、通し柱 野椽、板野椽、胴縁
梁、桁構造材 破風板、幅広板類
丸太梁（丸太、タイコ） 野地板、ラス下地
床・フローリング 板類（畳下地）
壁板・ピーリング 外構材 ｳｯﾄﾞﾃﾞｷ・木製ﾌｪﾝｽ
敷居、枠材 杭木
框、縁框 木製安全施設
鴨居、回り縁、竿椽 梱包材
額縁、幅木・他
※構造材は注文に応じてモルダー仕上げが可能。

隠岐島木材業製材業協同組合
島の８割以上の面積を森林が占め、その約５割が人工林である隠岐の島。離島でありながら、古くから林業が
栄え県下きっての先進地として、かつては中部・関東圏にまで隠岐産材が出回ったという歴史があります。
我々は、再生可能な森林資源を活用し、地域の雇用を維持しながら緑豊かな森林を次の世代へ引き継ぐことを
目指します。

FAX 08512-2-0124

主力製品

特記事項

製造品目 スギ マツ 製造品目

羽柄材
・
下地材

造作材

構造材

内装材

土木資材

その他

製造品目 G 未乾燥材 AD 天然乾燥材 KD 人工乾燥材 KDM 人工乾燥モルダー仕上

製品保管庫の構造材桟積された杉の羽柄材
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会社・

取扱商品

住所 島根県松江市八幡町796-30

TEL 0852-37-0006

E-mail kabuinoue@kabuinoue.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

会社・

取扱商品

住所 島根県安来市安来町2141番地

TEL 0854-22-3480

E-mail imata.0383@air.ocn.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

会社・

取扱商品

住所 島根県雲南市木次町山方1133-50

TEL 0854-42-1939

E-mail y-uchida@bs.kkm.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.uchida-lmb.com

木次第二倉庫 島根県産杉建具材

株式会社 イノウエ

FAX 0852-37-0007

FAX 0854-42-1158

　県内外の製材所・市場より入荷した品質の良い建築材・建具用材・土木用材をお
求めやすく提供させていただいております。在庫取り扱いのない品の取り寄せも行
いますので、お問い合わせください。

今太木材株式会社

FAX 0854-22-6373

株式会社 内田

当社は木材・建材・住宅設備機器を販売するサプライヤーです。
木材・銘木をはじめ、建築材料、家一軒分に必要な資材や建具・家具材や住宅設備機器までトータルにサポートいたします。
島根県産木材の販売においては、木材の特徴を熟知した経験豊富なスタッフが在籍し、建築材の他にも建具材、家具材など利用用途に合わせた丁
寧な提案と理想に沿った木質デザインをお届けすることを理念としています。
　　【　建築材　】杉・桧・松　構造材・羽柄材・造作材
　　【　建具・家具材　】杉・桧　他  35㎜柾挽製品　45㎜柾挽製品　etc

　我が社は、令和2年で創業121周年を迎えました。常に挑戦する会社を目指し、これからも努力を惜しまず進ん
でまいります。主な商品として輸出梱包用木箱を製作しております。木箱は「ほんざね加工」を用いていますの
で板張りの箱に比べ、隙間が無く、頑丈になっております。また他にも、パレット材、内装材、外構資材も取り
扱っております。また、各種木工品の製造販売を行っており、ご要望に応じてお作りいたします。在庫のない商
品は取り寄せいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

主な商品

ジャンピングクロスカットソーマルチ四面かんな盤

主な設備
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会社・

取扱商品

住所 島根県出雲市知井宮町１１１－１

TEL 0853-24-0591

E-mail hy-0306＠jupiter.ocn.ne.ｊp

会社・

取扱商品

住所 島根県出雲市芦渡町163-2

TEL 0853-22-7039

E-mail yooga0419@gmail.com

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.instagram.com/syouei7039/

会社・

取扱商品

住所 島根県出雲市国富町47-4

TEL 0853-62-2544

E-mail ito-szsk@siren.ocn.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.ito-szsk.com/

　　　　　　　　写真の説明

原材木店

地松の一般建築材 天然乾燥による造作材を取り扱ってます。その他、隠岐産黒松の盤など多数在庫しています。

FAX 0853-24-0591

有限会社 伊藤製材所

スギの柱などの構造材をはじめ内装材や造作材など、良質で豊富な商品を取り扱っています。
顧客の相談・要望を聞き、木材の樹種等の提案を行っています。

FAX 0853-62-2368

株式会社 松栄銘木
松の専門店として様々なご用命にお答えします。
「神が木に宿る時間を”待つ”」が語源と言われる「松」は神々の国しまねの象徴的な木材です。
そんな松の専門店として上質でオリジナリティー溢れる材料をご提供します。
無垢・貼物　床の間材（床柱、床框、落掛、地板、天井板等）　玄関材（上框、式台等）
杉フローリング、羽目板

FAX 0853-22-7038

ホームページ
QRコード
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会社・

取扱商品

住所 島根県出雲市塩冶町401-4

TEL 0853-21-1228

E-mail itou-zai@icv.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

会社・

取扱商品

住所 島根県出雲市斐川町神氷2821

TEL 0853-72-0857

E-mail shimizu.norio@shinkawa-office.co.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

会社・

取扱商品

住所 島根県大田市久手町刺鹿540番地1

TEL 0854-82-1070

E-mail mokuzaiitiba@ginzan-tv.ne.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

県内原木市場からスギ・ヒノキなどの原木を仕入れ、一般建築材（プレカット済み）を販売しております。
新築のほか増改築のご用命も承ります。

有限会社 いとう材木店

当組合では全国トップの品質を誇る「大田市ブランド材」を取り扱っております。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

○「大田市ブランド材」とは？
５０年生以上のスギ・ヒノキの直材を対象としています。
グレーディングマシンで強度測定を行い、E70以上の等級であるかを確認します。
また、年輪幅（1cm以内）、割れ・シミ・腐れがないかを確認し、
全ての基準を満たした木材を「大田市ブランド材」に認定しています。

FAX 0854-82-1071

大田市木材市場協同組合

FAX 0853-72-4855

FAX 0853-21-1296

株式会社 新川

出雲の地で70年。
木材・銘木等の販売を行っております。
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会社・

取扱商品

住所 島根県邑智郡邑南町山田72番地3

TEL 0855-83-0251

E-mail tada-hiroo@masudajuken.com

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ohchi-mokuzai.com

伐採現場 　　　　　製材風景 　　　しまねウッドフェアにて

会社・

取扱商品

住所 益田市高津7丁目7－16

TEL 0856－22－0697

E-mail genboku@sunny.ocn.ne.jp

FAX

みずもく協同組合

株式会社 益田原木市場
“住む人のことを考え、木ごころを知ったおつきあい”
（市売）
毎週木曜日に市を開催し、流域内外のお客様に、良質な原木を提供しています。
（製品センター）
弊社市場は製品センターがあり、高津川流域材はもとより、流域内にはない木材製品を全国から仕入れて販売します。
（燃料チップ製造事業部）
林地残材を集めて破砕機でチップ化し、木質バイオマス発電所に原料を納めることで、CO₂削減に努めています。

　みずもく協同組合は機械の共同利用を目的に企業が集まり、素材生産から製材、建築と
町内で伐採した木を町内で使うという縦の流れを作るために設立しました。
　素材生産から製材・加工した木材製品の製造販売まで幅広く行っています。

【製造商品】
・梁・桁・土台・母屋・大引・管柱・間柱・筋違・根太・垂木・鼻隠し・軒天等の
　構造材造作材の販売。
・胴縁・野縁・ラス板・羽目板・座板・破風板・野地板・本実フローリング・
　三層パネル等の商品販売。

FAX  0855-83-0255

0856－22－0008
市場風景 一般住宅内装① 県営住宅外装一般住宅内装②
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一般社団法人　島根県木材協会
〒690-0886 島根県松江市母衣町55 林業会館3F
TEL：0852-21-3852　FAX：0852-26-7087

HP：http://shimane-mokuzai.jp/


