
 

 

金物工法推進協議会 

 

第 1４期定時総会 

 

 

資料 

 

○ 日時     平成 29年 6月 29日 木曜日 

        午前 11時 30分～午後 13時 00分    役員会 

        午後 13時 30分～午後 14時 40分    第 14期定時総会 

        午後 15時 00分～午後 17時 30分    特別記念講演 

        午後 17時 30分～午後 19時 00分    懇親会 

 

 

○ 開催場所   JA ビルカンファレンス 

       東京都千代田区大手町１－３－１ 

       TEL:03-6265-1073  FAX:03-3272-5839 

 

 

 

 

■ 金物工法推進協議会 事務局  担当：秋山・中島 

東京都中央区東日本橋 2-27-4 靴下会館 6 階 

               TEL：03-5833-8221  FAX：03-5833-8260 

 

tel:03-6265-1073


金物工法推進協議会 第１4 期定時総会  

式 次 第 

 

 

１．第 14 期定時総会式次第  午後 13 時 50 分～14 時 40 分 

 

① 前田会長挨拶 

② 2016 年度事業報告 

③ 収支決算報告・監査報告 

④ 2017 年度事業計画案・収支予算案 

⑤ その他、意見交換 

 

 

２．特別記念講演      午後 15 時 00 分～17 時 30 分 

 

●国土技術政策総合研究所 建築研究部材料・部材基準研究室  

主任研究官 中川 貴文様 

『熊本地震によるプレカットソフト連動の木造建築の倒壊シミュレーション 

ソフト「ウォールスタッド」について』  

    15：00 ～ 16：00 

●東京大学名誉教授  

ＮＰＯ法人木未来理事長 安藤 直人様 

『木造住宅、木造建築に関する国の政策などの現状について』 

    16：10 ～ 17：30 

    

 

３．懇親会         午後 17 時 30 分～19 時 00 分 

    

 

 

 

 

 



金物工法推進協議会 

第 14期（2016年 4月 1日～2017年 3月 31日）の事業経過報告 

 

１．会員数        ４１社 

（内訳） 

プレカット工場  １５社 

金物メーカー    ６社 

機会メーカー    ３社 

その他      １７社 

期中の退会     ３社 

期中の入会    ０社 

              

２．役員会、委員会、事業活動は次の通り 

 

●構造デザイン設計研究会   2016 年 4 月 7 日（木）  

靴下会館 6 階  

 

 ＜参加者＞ ・前田 嘉孝 

   ・村上 淳史  村上木構造デザイン室代表・1 級建築士 

      特定非営利活動法人 木のフォラム理事 

      一般社団法人木造住宅デザイン研究会 理事 

   ・長江 一  ㈱ウッド・ストラクチャー 本社 執行役員 

   ・松井 良紀  ネットイーグル㈱ 

 

 

●地盤・基礎施工改善推進研究会  2016 年 4 月 13 日（水） 

 靴下会館 6 階 

 

 ＜参加者＞ ・前田 嘉孝 

      ・村上 淳史  村上木構造デザイン室代表・1 級建築士 

      特定非営利活動法人 木のフォラム理事 

      一般社団法人木造住宅デザイン研究会 理事 

      ・長江 一  ㈱ウッド・ストラクチャー 本社 執行役員 

      ・寺尾 真彦 城東テクノ㈱マーケティング部長兼 

   商品開発部長 



      ・前林 孝繁 城東テクノ㈱マーケティング部  

      ・山田 昭夫 城東テクノ㈱東京支店 

   マーケティング課 

      ・成田 宏和  株式会社カネシン 

      ・木暮 忠克  株式会社カネシン 

その他、「基礎委員会」１１回開催 

 

●パネル委員会   2016 年 5 月 26 日（金） 

  ・村上 淳史  村上木構造デザイン室代表・1 級建築士 

          特定非営利活動法人 木のフォラム理事 

          一般社団法人木造住宅デザイン研究会 理事 

 

  ・神谷 文夫  株式会社セイホク 農学博士・独立行政法人  

          森林総合研究所 

  ・吉田 人海 株式会社ハセベ 

  ・勝田産業株式会社 

 

●構造デザイン塾  2016 年 10 月 24 日（火） 

  ・神谷 文夫  株式会社セイホク 農学博士・独立行政法人  

          森林総合研究所 

  ・吉田 人海 株式会社ハセベ 

  ・村上 淳史  村上木構造デザイン室代表・1 級建築士 

          特定非営利活動法人 木のフォラム理事 

          一般社団法人木造住宅デザイン研究会 理事 

 

●パネルサイディングセミナー 2016 年 11 月 24 日(金) 

  東京都江戸東京博物館 1 階会議室 13：30～16：45 

  出席者：23 名 

 

  講師：元職業能力開発総合大学名誉教授 鈴木秀三先生 

     『木造軸組継手金物工法「耐震・断熱パネル」合板の 

      活用方法について』 

 

     勝田産業(株) 取締役統括部長  高井敏晴様 

     『「耐震・断熱パネル」製造と外部サッシュ取付含む 

      施工改善について』 



 

     (株)シン・サク  代表取締役  高杉裕規様 

     『サイディング・プレカットによる職人不足を補う 

      工期短縮方法について』 

 

 

 

 

●株式会社ハセベ中層木造 4 階建耐火建築紹介セミナー 

      2016 年 11 月 30 日（水） 

  東京都江戸東京博物館 1 階学習室 13：30～16：45 

  出席者：35 名 

 

  講師：セイホク(株)森林総研ﾌｪﾛｰ農学博士 神谷文夫先生 

 

    (株)宮田構造設計事務所構造１級建築士 宮田雄二郎様 

 

    (株ハセベ 取締役専務 山井宏友様 

 



   

 

   

 

 

●『木構造デザイン塾』開講発足会 2017 年 1 月 27 日（金） 

  東京都江戸東京博物館 1 階学習室 13：30～15：00 

  出席者：13 名 

 

  講師：㈱セイホク 農学博士   神谷 文夫 

    『合板で高耐震建築を』 



 

●『ハセベ木造 4 階建てビル』セミナー 2017 年 1 月 27 日（金） 

  金物工法推進協議会 靴下会館 2 階会議室 15：00～18：00 

  出席者：8 名 

 

  講師：株式会社ハセベ 山井 宏友様 

   

 

●反省会  2017 年 2 月 21 日（火） 

  金物工法推進協議会 靴下会館 2 階会議室 13：30～ 

  出席者：5 名 

 

  



4,680,000
100,000

103
0
0
0
0

2,592,000
124,200

0
506,517
178,704
55,890

350,000
112,150
138,714

合計 4,780,103 B+C=A

前期繰越金 11,378,395                          D

次期繰越金 12,100,323 F

支出合計 4,058,175 B

当期利益 721,928 C

手数料  振込手数料等

事務備品消耗品費 　名刺・書籍等

通信・発送費 切手・宅配便等

旅費 　旅費交通費

交際費  講師料等

広告宣伝費 住宅ｼﾞｬｰﾅﾙ/日刊木材新聞

冠婚葬祭費 生花代

会議費 　会場費等

収入合計 4,780,103 A

支出の部

事務局費 事務局

国土交通省補助金 国土交通省補助事業

雑収入
預り金

入会金 新規入会

受取利息
事業収入 セミナー収入

損　益　計　算　書

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

単位：円

収入の部

会費収入 会費収入

金物工法推進協議会

第13期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の収支決算報告
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232,200
11,868,123

0
0

当期未処分剰余金 12,100,323 F

剰余金･負債合計 12,100,323 E+F=G

前期繰越金 11,378,395 D

当期剰余金 721,928 C

負債合計 0 E

剰余金の部

前期未払金

資産合計 12,100,323 G

負債の部

未払金

単位：円

資産の部

未収入金
普通預金

貸借対照表

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日
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4,680,000
100,000

100
0
0

2,592,000
300,000

0
500,000
200,000
500,000
400,000
130,000
150,000

合計 4,780,100

前期繰越金 12,100,323

次期繰越金 12,108,423

支出合計 4,772,000

当期利益 8,100

手数料 振込手数料・諸会費等

事務備品消耗費 名刺・印紙・CD-R・書籍

通信・発送費 電話・切手・宅配便等

旅費 旅費交通費

交際費 講師料など

広告宣伝費 住宅ｼﾞｬｰﾅﾙ/日刊木材新聞

冠婚葬祭費
会議費 会場費等

収入合計 4,780,100

支出の部

事務局費 事務局

雑収入

入会金 1社

受取利息
事業収入

損　益　計　算　書

自　平成29年4月 1日
至　平成30年3月31日

単位：円

収入の部

会費収入 会費収入

金物工法推進協議会

第14期（平成29年4月1日～平成30年3月31日）の収支決予算（案）
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～平成30年3/31
1．事業実施の方針
１） 　事業の内容
　　　本会事業は、次に挙げる基本活動を主体として実施する。

　　　主たる活動内容
（１） 消費者保護を目的とする木造住宅の安全性に基づいた基礎、構造設計の標準化を推

進し、欠陥住宅を作らない為の施工手順の標準化を推進し、構造･外壁･屋根・ベラ
ンダ・外部建具などの職人育成と工程管理によって責任施工体制を構築する活動

（２） 環境保全と経済効果を目的とする建築資材の生産から施工現場における作業効率の
向上と廃棄物を放出しない設計基準の標準化による資材のジャストカット化を図る
活動

（３） 地域の消費者保護と、CO２削減を目的とする林業再生プランによる環境保全と消
費エネルギー削減対策に必要とする、安全かつ快適な断熱と耐火構造による住環
境を勘案した木造建築構造設計方法を元請業者に提案し、情報公開をして行く活動

２）   実施体制の整備
① 会員の拡充
② 運営組織の設置
③ 会員の専門分野のネットワーク化
④ 各々の活動に必要なデーターベースの整備

運営組織は品質管理委員会が総合的に専門委員会を管理し、プレカット工場･機械・ソフト･
金物･資材ﾒｰｶｰ･設計事務所を構造設計委員とする。又、地盤調査･解析会社･改良工事会社･
溶接鉄筋業者を基礎委員とする。又、屋根･外壁･外部建具･ベランダ等に関わる施工業者を
施工委員とする。又、耐震・断熱パネル業者サッシュ販売会社をパネル工法委員とする。
これらの委員会を運営して、設計基準及び施工基準の標準化を進め、構造･外壁･屋根･ベラ
ンダ･外部建具などの職人育成と施工工程・物流管理によって責任施工体制の構築する。
木造建築金物工法許容応力度計算の勉強会「構造塾」を有限会社木造舎の星川広和氏に、木
造軸組金物工法及びパネル工法の勉強会「木構造デザイン塾」を一般社団法人木造住宅デザ
イン研究会及び農学博士神谷文夫氏の協力による「構造設計委員会」を事業運営をする。
平成18年6月に制定された住生活基本法に従って、世代交代可能な循環型の木造住宅ストッ
ク重視の地域創生政策である「長期優良住宅」については、推進協議会会員と地域住宅会社
の協働で「地域型住宅設計プラン」を「構造設計委員会」にて提案運営する。

３）29年度の実施方針
29年度の事業実施は、次の項目を柱として、公平且つ中立な活動基盤を形成する。

① 木造住宅の生産性向上の為に「建築資材プレカット化」と「施工職人不足を補う為
の施工改善方法」を提案し、「施工工程管理」による責任施工体制を提案する。

② 木造住宅の意匠設計の段階で、耐震性・断熱性を考慮した金物及びパネル工法によ
る構造設計を基本とし、瑕疵の部位に関連するサッシュ・外壁・屋根の施工を含む
建築工程管理による工期短縮プランを提案する。

③ 木造住宅の地盤及び基礎設計・施工の鉄筋・型枠資材と基礎施工改善を提案する。
事業の実施に関する具体的な事項
①木造住宅の地盤及び基礎設計の鉄筋・型枠資材含む施工改善案を「基礎委員会」で活動する
②木造軸組継手金物工法都市型3･4階建住宅の許容応力度計算の“構造計算勉強会”について、
　“有限会社木造舎”の星川広和氏による「構造塾」を推進する活動。　
③木造住宅の意匠設計の段階で“構造ブロック”を勘案した耐震構造設計方法を大工工務店、
　設計士に対して基礎編から応用編まで学習する目的で木造軸組継手金物工法、及びパネル工
　法の勉強会「木構造デザイン塾」を地域プレカット工場を通じて設計人材の育成活動する。
④木造建築設計及びプレカット加工及び施工段階において欠陥住宅を造らない、又廃棄物を出
　さない建築現場の生産性を高める住宅部材のプレカット化によって、工期短縮を図る工程管
　理に伴う瑕疵部位に係わる施工改善方法を検討する為に「施工委員会」にて活動する。
⑤住生活基本法に従って、世代交代可能な循環型の木造住宅ストック重視の地域創生政策であ
  る長期優良住宅の「地域型住宅設計プラン」を推進協議会会員と地域住宅会社の協働で活動。
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●役員   ○会員
プレカット工場 15社  地盤調査会社 3社

　［正会員］ 　［正会員］ ● ㈱トラバーズ
 北海道協議会 ● 佐藤木材工業㈱ ○ 城東テクノ㈱

　［正会員］ ○ ㈱アルファプライム地盤技術ｾﾝﾀｰ
 東北協議会 ● けせんプレカット事業（協） 溶接鉄筋会社 2社

　［正会員］ 　［正会員］ ○ 岡田工業㈱
 南関東協議会 ● ㈱シー・エス・ランバー ○ ㈱NSP KS

　［正会員］ ● ㈱サンクレテック
 北関東協議会

　［正会員］ ● ㈱篠原商店
 信越協議会 ● ㈱山二

　［正会員］ 退会　３社
 北陸協議会 ● 富山中央木材(株) ㈱キーテック

　［正会員］ ● ㈱内田材木店 省エネパネル 院庄林業㈱
　［正会員］ ㈱ウッディコイケ

 東海協議会 ● ㈱山西
　［正会員］ サッシュ会社

 関西協議会 ● ㈱南商店 　［正会員］

　［正会員］ ● ㈱ナカムラ
 四国協議会 ● マツシマ林工㈱ 防水工事会社 1社

　［正会員］ ● 愛媛プレカット㈱ 　［正会員］ ○ ㈱栄住産業
 中国協議会

　［正会員］ ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ工事
 南九州協議会 ● ランバー宮崎（協） 　［正会員］

　［正会員］ ○ ㈱シン・サク
 北九州協議会 ● ㈱市岡

 集成材メーカー 2社
　［正会員］ ○ 中国木材㈱

○ ㈱銘建工業

 設計管理会社 1社
　［正会員］ ○ (有)住建築エフエーシステム

1社
　［正会員］ ○ ウエアーハウザー・ジャパン㈱

　［正会員］ ○

1社
　［正会員］ ○ 秋田プライウッド㈱ 　［正会員］ ○

　［正会員］ ○

　［正会員］ ○

 機械メーカ 3社
　［正会員］ ● 宮川工機㈱

○ ㈱平安コーポレーション
○ 沖機械㈱

1社
　［準会員］ ○ ㈱エルエルアイ出版

 金物メーカ 6社
　［正会員］ ● ㈱タツミ 1社

○ ㈱ストローグ 　［準会員］ ○ 安心計画㈱
● ＢＸカネシン㈱
○ ㈱タナカ 1社
○ (株)カナイ 　［準会員］ ○ カナダ林産業審議会
● ウッドﾜｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)

1社
 ＣＡＤメーカー １社 　［準会員］ ○ ㈱アークデータ研究所

　［正会員］ ● ネットイーグル㈱

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ研究会

金物工法推進協議会　　運営組織図（4１社） 平成29年4月1日現在

理事会  事務局

輸入資材メーカー

パネルシステム 大橋塾

木構造デザイン塾

構造塾

業界紙

意匠CADメーカー

輸入資材メーカー

構造計算ソフト

施工技術体制整備委員会
耐震・省エネパネル委員会

施工技術体制整備委員会
基礎委員会

施工技術体制整備委員会
施工委員会

耐震・省エネパネル委員会

施工技術体制整備委員会
耐震・省エネパネル委員会 施工技術体制整備委員会

「構造計算委員会」
「耐火住宅研究会」

「耐震・省エネパネル委員
会」

施工技術体制整備委員会
耐震・省エネパネル委員会

施工技術体制整備委員会
耐震・省エネパネル委員会

賛助会員



構造設計委員会 プレカット工場
性能評価図書

事務局

品質管理委員会

建築生産性強化有識者委員
セイホク(株)神谷文夫他4名

ゼロエネルギーサポート
一部内装工事

地盤調査

木造構造設計サポート
地盤改良工事

基礎設計サポート
基礎工事

ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工

構造計算サポート
建て方工事

パネル工法サポート
外装下地工事

下地工事

施工委員会
電気設備工事

水道設備工事
外部建具工事

基礎委員会

鋼製型枠

ｼｽﾃﾑ溶接鉄筋

屋根外装工事
ベランダ防水工事

板金工事

コンクリート工事

バスユニット工事

金物工法推進協議会理事会

職業能力開発綜合大学教授
「松留塾」

「木の建築フォラム」

東京都市大学教授
「大橋塾」

「木を活かす建築推進協議会」

独立行政法人森林総合研究所
神谷文夫「セイホク㈱」

木造住宅構造施工工事会社

木造住宅構造施工工事会社

構造用・省エネパネル製造会社

地盤調査解析・改良工事会社

木造住宅用溶接鉄筋販売会社

木造住宅鋼製型枠販売会社

設備工事会社

外装・防水工事会社

断熱サッシュ販売会社



●金物工法推進協議会　プレカット工場　15社 2017年4月1日現在

No. 企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 佐藤木材工業㈱ 代表取締役社長 佐藤　久幸 049-0101 北海道北斗市追分3丁目1-5 0138-49-7800 0138-49-8518

代表取締役会長 佐藤　祐幸
(苫小牧支店プレカット部) 支店長 常務取締役 佐藤　宏樹 059-1374 北海道苫小牧市晴海町26-7 0144-53-7800 0144-53-0310

2 けせんプレカット事業（協） 代表理事 佐藤　實 029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷２７－２ 0192-46-2757 0192-46-2882
(高田工場) 専務理事 泉田　十太郎 029-2203 岩手県陸前高田市竹駒町字滝の里105-6 0192-53-1015 0192-53-1016

3 ㈱シー・エス・ランバー 代表取締役 中井　千代助 283-0833 千葉県東金市滝沢字手城沢６４３－１ 0475-55-9591 0475-53-8426
(幕張事業所) 取締役営業本部長 内布　勝久 262-0033 千葉市花見川区幕張本郷1-16-3相葉ビル 043-213-8811 043-213-8895

4 ㈱山二 代表取締役 宮野尾　宏 382-0045 長野県須坂市大字井上1700番17 026-242-5455 026ｰ242-5411
(東京営業所) 川村　泰隆 171-0044 東京都豊島区千早1丁目20番地13号 03-5917-4501 03-5917-4502

5 ㈱山　西 代表取締役社長 西垣　洋一 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田２－１－１３ 052-261-5466 052-261-5460
(プレカット工場) 498-0066 愛知県弥富市楠1丁目106 0567-68-4501 0567-68-4500

6 ㈱南商店 代表取締役社長 南　崇郎 652-0882 兵庫県神戸市兵庫区芦原通２丁目１－１４ 078-652-2678 078-671-3293
(三木　在来プレカット工場) 取締役専務 南　慶郎 673-0453 兵庫県三木市別所町下石野1428 0794-86-0770 0794-86-0771

7 マツシマ林工㈱ 代表取締役社長 松島　章公 770-8001 徳島県徳島市津田海岸町３－２８ 088-662-5451 088-662-5501
(㈱ウッド・ストラクチャー) 執行役員 長江　一 306-0223 茨城県古河市上砂井285-3 0280-91-5352 0280-91-5355

8 ㈱市　岡 代表取締役社長 市岡　太郎 812-0051 福岡県福岡市東区箱崎埠頭４－３－８ 092-651-5300 092-651-5355
(営業部) 常務取締役 兼 営業本部長 渡辺　公吉 092-641-9035 092-641-0361

9 ランバー宮崎（協） 代表理事 久保　国弘 880-2213 宮崎県東諸県郡高岡町上倉永２５１５番地 0985-82-0331 0985-82-0321
専務理事 川上　泉

10 ㈱篠原商店 代表取締役 篠原　勝雄 177-0042 東京都練馬区下石神井5-13-2 03-3995-7288 03-3995-4588
常務取締役 町田　隆浩
技術開発課課長 糸井　剛史

11 富山中央木材㈱ 代表取締役社長 金尾　雅行 930-0807 富山県富山市下新西町1-35 076-432-1665 076-432-1669
事業本部長 井沢　忠雄

鈴木　彰
12 愛媛プレカット㈱ 代表取締役 鶴居　美香子 791-8044 愛媛県松山市西垣生町1740-5 089-972-2992 089-972-2997

取締役統括部長 鶴居　正規
13 ㈱ナカムラ 代表取締役社長 中村　栄樹 669-2465 兵庫県篠山市栗栖野27-1 079-595-1515 079-595-1516

14 ㈱内田材木店 代表取締役社長 内田　朝美 910-0018 福井県福井市田原２丁目15-18 0776-22-3287 0776-21-5067
代表取締役会長 内田　満

15 ㈱サンクレテック 代表取締役社長 山口　紳一郎 299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖45 0438-60-8418 0438-60-8435
(北関東営業所) 小森　利幸 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル６F 048-641-6211 048-641-6212

金物工法推進協議会　平成29年度　会員名簿（4１社）



●金物工法推進協議会　　金物メーカ　6社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ㈱タツミ 代表取締役社長 山口　紳一郎 954-0087 新潟県見附市芝野町1232-1 0258-66-5515 0258-66-7007

常務執行役員 小池　浩司
2 ㈱ストローグ　2015.7.1 代表取締役 大倉　憲峰 936-0874 富山県滑川市大榎４５２ 076-471-2021 076-471-2400

旧㈱グランドワークス 代表取締役会長 大倉　義憲
中澤　栄二

3 ＢＸカネシン㈱　2017.4.1 代表取締役 二村　一久 124-0022 東京都葛飾区奥戸４丁目１９－１２ 03-3696-6757 03-5698-0877
旧㈱カネシン 専務取締役 夏目　正来

成田　宏和
4 ㈱タナカ 代表取締役社長 田中　司郎 300-4111 茨城県土浦市大畑702-1 029-830-6116 029-830-6119

(金物工法課) 課長 飯泉　知也 120-0036 東京都足立区千住仲町41-1 三井生命ビル6F 03-6685-3600 03-6685-2601
主任 宇治野　仁教

5 ㈱カナイ 代表取締役社長 金井　亮太 340-0833 埼玉県八潮市西袋717-1 048-924-1131 048-924-1199
常務取締役 金井　邦夫

6 ウッドワイステクノロジー㈱ 代表取締役会長 齋藤　陸郎 437-0604 静岡県浜松市天竜区春野町宮川3-1 053-989-1707 053-989-1708

●金物工法推進協議会　　機械メーカ　3社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 宮川工機㈱ 代表取締役社長 宮川　嘉隆 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪５３ 0532-31-1251 0532-34-1956

営業部部長代理 後藤　邦晃

2 ㈱平安コーポレーション 代表取締役 鈴木　通友 431-2103 静岡県浜松市新都田1丁目5番地2号 053-428-5321 053-428-5631
(都田システム研究所) 取締役　営業本部長 山内　芳幸 053-428-5323 053-428-5694

営業部長 松本　豊司
3 沖機械㈱ 代表取締役 沖　清 733-0833 広島県広島市西区商工センター4-4-4 082-277-2423 082-277-2439

●金物工法推進協議会　エンジニアウッドメーカー　2社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 中国木材㈱ 代表取締役 堀川　保幸 737-0134 広島県呉市広多賀谷３丁目1-1 0823-71-7182 0823-55-3987

(鹿島工場) 集成材プロジェクト室　副部長 岡田　孝之 314-0103 茨城県神栖市東深芝1-1 0299-91-1351 0299-90-0761
佐藤　公俊 0823-71-7141

2 銘建工業㈱ 代表取締役社長 中島　浩一郎 717-0013 岡山県真庭市勝山1209 0867-44-2695 0867-44-5105
(東京事務所) 技術課　課長 鳥羽　展彰 103-0004 東京都中央区東日本橋2-8-5 10F 03-5835-5610 03-5835-5625

03-5534-3741 03-5534-3750



●金物工法推進協議会　プレカットソフトメーカー　1社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ネットイーグル㈱ 代表取締役 祖父江　久好 819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-54-50 050-3536-5961 092-882-7556

(中部テクノセンター) 483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165ナガタニビル３Ｆ 050-3538-0221 0587-53-8830

●金物工法推進協議会　輸入資材メーカー　1社　

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ウェアーハウザー・ジャパン㈱ 100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番地１号

(トラスジョイスト部門) マネージャー 齋藤　宏文 パレスサイドビル2F 03-3214-0322 03-3214-0333

●金物工法推進協議会　住宅用構造パネル製造メーカー　1社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 秋田プライウッド㈱

(住宅事業部工場) 統括責任者 長谷川　俊 010-1601 秋田市向浜１丁目１番地１号 018-866-1900 018-866-1902

●金物工法推進協議会　　住宅用溶接鉄筋メーカー　2社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ㈱NSP KS 取締役社長 鈴木　捷也 508-0101 岐阜県中津川市苗木9167 0576-67-2500 0573-67-2550

技術部長 小川　浩一
2 岡田工業㈱ 代表取締役社長 岡田　孝雄 297-0215 千葉県長生郡長柄町鴇谷1672-1 0475-35-4506 0475-35-4072

営業部　部長 岡田　健太郎

●金物工法推進協議会　地盤調査・解析会社　3社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ㈱トラバース 代表取締役社長 佐藤　克彦 272-0121 千葉県市川市末広２－４－１０ 047-359-4111 047-359-4115

首都圏営業部 高橋　浩昭
2 城東テクノ㈱ 代表取締役社長 末久　泰朗 573-1132 大阪府枚方市招堤田近三丁目14番地１ 072-868-6611 072-868-6687

マーケティング部 寺尾　真彦 072-867-9111 072-867-3001
前林　孝繁
山田　昭夫

3 ㈱ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｲﾑ地盤技術ｾﾝﾀｰ 代表取締役 前田　嘉孝 103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目27番地4号靴下会館6F 03-5833-8221 03-5833-8260



●金物工法推進協議会　防水工事業者　2社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ㈱栄住産業 代表取締役 宇都　正行 812-0063 福岡県福岡市東区原田３丁目５番６号 092-622-6292 092-611-9697

(北関東営業所) 執行役員支店長 高瀬　直弘 321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町1311-2 028-683-0170 028-683-0171
(東京営業所) 田中　厚司 182-0024 東京都調布市布田２丁目4-6 042-442-4785 042-486-2536

2 ㈱シン・サク 代表取締役 高杉　侑紀 790-0067 愛媛県松山市大手町1丁目8-16　二宮ビル6F 089-913-0033 089-913-0032

●金物工法推進協議会　金物工法研究会住宅構造設計　1社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 (有)住建築エフエーシステム 代表取締役 金原　新次 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-2-5和田ﾋﾞﾙ11-105 048-833-1040 048-833-1060

●金物工法推進協議会　「大橋塾」　社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

●金物工法推進協議会　金物工法研究会「エスクロー研究会」　社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

●金物工法推進協議会　賛助会員　4社

企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
1 ㈱エルエルアイ出版 代表取締役 福原　正則 103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-4靴下会館6F 03-3868-0738 03-5809-3650

2 安心計画㈱ 代表取締役社長 小山田　隆広 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-22-8朝日生命博多駅前ビル092-475-1751 092-413-6378

3 カナダ林産業審議会 SPFグループ代表 ケビンJ．ﾋﾞｭｰｽﾞ 105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-27アネックス2号館9階 03-5401-0533 03-5401-0538

4 ㈱アークデータ研究所 代表取締役 吉沢　俊正 116-0013 東京都荒川区西日暮里6丁目42-8　ＡＤビル 03-5901-9450 03-5901-9451



●金物工法推進協議会　理事名簿 21社
No. 企業名 役職名 担当者氏名 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

会長 ㈱ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｲﾑ地盤技術ｾﾝﾀｰ 代表取締役 前田　嘉孝 103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目27番地4号靴下会館6F 03-5833-8221 03-5833-8260
副会長 マツシマ林工㈱ 代表取締役社長 松島　章公 770-8001 徳島県徳島市津田海岸町３－２８ 088-662-5451 088-662-5501
副会長 ㈱シー・エス・ランバー 代表取締役 中井　千代助 283-0833 東金市滝沢字手城沢６４３－１ 0475-55-9591 0475-53-8426

(幕張事業所) 取締役営業本部長 内布　勝久 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-16-3相葉ビル 043-213-8811 043-213-8895
副会長 ㈱サンクレテック 代表取締役社長 山口　紳一郎 299-0268 千葉県袖ヶ浦市南袖45 0438-60-8418 0438-60-8435

(北関東営業所) 小森　利幸 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル６F 048-641-6211 048-641-6212
理事 佐藤木材工業㈱ 代表取締役社長 佐藤　久幸 049-0101 北海道北斗市追分3丁目1-5 0138-49-7800 0138-49-8518

(苫小牧支店プレカット部) 支店長 常務取締役 佐藤　宏樹 059-1374 北海道苫小牧市晴海町26-7 0144-53-7800 0144-53-0310
理事 けせんプレカット事業（協） 代表理事 佐藤　實 029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷２７－２ 0192-46-2757 0192-46-2882

専務理事 泉田　十太郎
理事 ㈱山二 代表取締役 宮野尾　宏 382-0045 長野県須坂市大字井上1700番17 026-242-5455 026-242-5411
理事 ㈱山　西 代表取締役 西垣　洋一 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田２－１－１３ 052-261-5466 052-261-5460

(プレカット工場) 498-0066 愛知県弥富市楠1丁目106 0567-68-4501 0567-68-4500
理事 ㈱南商店 代表取締役社長 南　崇郎 652-0882 兵庫県神戸市兵庫区芦原通２丁目１－１４ 078-652-2678 078-671-3293

取締役専務 南　慶郎 673-0453 兵庫県三木市別所町下石野1428 0794-86-0770 0794-86-0771
理事 ㈱市　岡 代表取締役社長 市岡　太郎 812-0051 福岡市東区箱崎埠頭４－３－８ 092-651-5300 092-651-5355

理事 ランバー宮崎（協） 代表理事 久保　国弘 880-2213 宮崎県東諸県郡高岡町上倉永２５１５番地 0985-82-0331 0985-82-0321
専務理事 川上　泉

理事 ㈱篠原商店 代表取締役 篠原　勝雄 177-0042 東京都練馬区下石神井5-13-2 03-3995-7288 03-3995-4588
常務取締役 町田　隆浩

理事 富山中央木材㈱ 代表取締役社長 金尾　雅行 930-0807 富山市下新西町1-35 076-432-1665 076-432-1669
事業本部長 井沢　忠雄

理事 愛媛プレカット㈱ 代表取締役 鶴居　美香子 791-8044 愛媛県松山市西垣生町1740-5 089-972-2992 089-972-2997
理事 ㈱ナカムラ 代表取締役社長 中村　栄樹 669-2465 兵庫県篠山市栗栖野27-1 079-595-1515 079-595-1516
理事 ㈱内田材木店 代表取締役会長 内田　満 910-0018 福井県福井市田原２丁目15-18 0776-22-3287 0776-21-5067
理事 ㈱タツミ 代表取締役社長 山口　紳一郎 954-0087 新潟県見附市芝野町1232-1 0258-66-5515 0258-66-7007

常務執行役員 小池　浩司
理事 ウッドワイステクノロジー㈱ 代表取締役会長 齋藤　陸郎 437-0604 静岡県浜松市天竜区春野町宮川3-1 053-989-1707 053-989-1708
理事 宮川工機㈱ 代表取締役社長 宮川　嘉隆 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪５３ 0532-31-1251 0532-34-1956

営業部部長代理 後藤　邦晃
理事 ネットイーグル㈱ 代表取締役 祖父江　久好 819-0001 福岡市西区小戸3-54-50 050-3536-5961 092-882-7556

(中部テクノセンター) 483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165ナガタニビル３Ｆ 050-3538-0221 0587-53-8830
監査 BXカネシン㈱ 代表取締役 二村　一久 124-0022 東京都葛飾区奥戸４丁目１９－１２ 03-3696-6757 03-5698-0877

専務取締役 夏目　正来


