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JKHD of Everything

About Us

JKホールディングスは

住環境に関わる全ての場面においてグループの力を活かし、

お客様にとって最良なソリューションをご提案いたします。
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台湾
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149 拠点総合建材卸売事業

17 拠点合板・製造事業

102 拠点総合建材小売事業

19 拠点

287拠点

その他の事業

■海外拠点

合計

7カ国
13拠点

シンガポール ジャカルタ

瀋陽

ミリ

シアトル

ニューヨーク

4,369

4,839
4,665

215,152

208,602

190,279

204,914

1.4%

1.3% 1.3%

4,711

1.3%

‘21/３月期

‘21/３月期

‘21/３月期

‘21/３月期

343,254

‘21/３月期

45,176

3,201

206,288

5,223

1.5%

2 3



ＪＫホールディングスグループは、「快適で豊かな住環境の創造」
を企業理念とし、主に合板の製造販売、木材の加工販売、合板・
合板二次製品・建材および住宅機器等の卸売事業を展開し、グ
ループシナジーを発揮した多角的な事業をすすめています。ま
た、単にモノを販売するだけでなく、お客様に経営のノウハウ
を提供することで、お客様との共存共栄を図る仕組みづくりに
も取り組んでおります。
1937年（昭和12年）にベニヤ板販売の個人商店として事業をス
タートした私たちは、2022年に創業85周年を迎え、拠点は日本
全国約300拠点、世界７ヵ国、グループ企業は約60社となりま
した。今後も合併やM&Aを通じたグループの拡充・強化策を推
進し、経営管理機能を一段と強化することで、経営判断の迅速
化と経営の透明性の向上に努めるとともに、創業以来の経験と
知識をもとに各社が連携して高い総合力を発揮できる企業グ
ループを形成してまいります。
働き方の変化や新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるテ
レワークの浸透、在宅時間の増加は「住環境」を見直すきっかけ
となり、住環境に求められるニーズに変化をもたらしました。
私たちが身を置く住宅業界はこれからもまだまだ変化していく
ことが予想されます。「住」に関する分野の更なる発展と進化、
そして私たちJKホールディングスグループの今後の成長にご期
待ください。

代表取締役社長  青木 慶一郎

私達JKホールディングスは
力強く確かな歩みで前進し続けてまいります

戸建住宅

中・大規模
木構造建築

都市公園維持管理
（ランドスケープ）

各種施工
リフォーム

保険・ローン
各種申請

木質構造建築
環境・景観

施工支援

内装の木質化

海外

物流

間伐・手入れ

伐採

植林
構造用合板・
LVL・集成材

2×4

木質系住宅
資材販売

快適で豊かな住環境の創造
宣誓文

企業理念

宣誓文

私達ＪＫグループ社員は 

一、　すべての人々の幸せのために
快適な住まいと豊かな暮らしの実現に挑戦します

一、　すべてのパートナー様と共に成長発展するために
常に感謝の気持ちを忘れず信頼関係を大切にします

一、　共に働く仲間のために
互いに学び  夢を語り  笑顔あふれる明日を目指します 

あ す

行動指針

JAPAN WAYJAPAN WAY
Jump Appreciation Passion Action Never give up
研 鑽 感 謝 情 熱 先 陣 覚 悟
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工事事業

住宅ローン取次事業

サポート事業
総合建材小売事業

フランチャイズ事業

総合建材卸売事業
環境・景観事業

海外事業
合板製造・木材加工事業

豊かな暮らしを創造する快適な住環境を提案する木と人をつなぐ森のチカラを活かす

ＪＫホールディングスのビジネスモデル

●川上から川下まで、住まいに関する多様なニーズを吸い上げ、対応していきます

ＪＫホールディングスグループは合板の製造販売、木材の加工販売、

合板・合板二次製品・建材および住宅機器等の卸売事業を主に営んでおり、

その他小売事業や住宅ローンの取り次ぎ、一般貨物の運送事業等、

建築に関わる事業全般を、「快適で豊かな住環境の創造」という

企業理念の下、事業展開をしております。

モノを販売するだけではなく、お客様に経営のノウハウを提供することで、

お客様との共存共栄を図る仕組みづくりなど、

住まいに関するあらゆる面で積極的に取り組んでおります。

森林循環事業

森をはぐくむ

快適な住環境を提案する

木と人をつなぐ

森のチカラを活かす

森をはぐくむ 豊かな暮らしを創造する
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総合建材卸売事業
〔販売網〕

〔プライベートブランド〕

〔フェア開催〕

日本全国150箇所以上の営業拠点を設け、きめ細かい地域密着の営業活動を行っています。
●仕入先メーカーは全国に2,500社以上
●販売先は建材販売店・ハウスメーカー・ビルダー・ゼネコンなど、全国に7,000社以上
●取り扱う商品は数十万点以上

森林循環事業（伐採・植林・育林）
山林の伐採計画、伐採後の植林や育林といった森林の循環に貢献しています。
●杉、ひのき、赤松、カラマツ、トドマツ・広葉樹など多種多様な樹種の取り扱い
●丸太の取り扱い量は国内屈指

林業の発展に取り組み、持続可能な資源づくりに貢献しています。
●インドネシアでのファルカタ植林移植事業委託を開始

同林区で森林認証を取得。ここから伐採して製造した合板はプライベートブランド「J-GREEN」として販売する予定
●天皇陛下御即位記念分収造林を契約

国内林野が所在する地域の振興に寄与し資源の循環利用を進める目的で、2019年に長野県佐久市立科国有林

を分収造林として契約

環境・景観事業
施設、公園、校庭の緑化などに取り組んでおり、防災面にも

貢献しています。
●高度な技術を要する断面緑化などの提案
●雨水の利用にも注力し、ゲリラ豪雨対策としての一時貯留槽

を提案
●都市公園の運営・管理（パークマネジメント事業）

高品質・高機能・低価格といったお客様のニーズに沿う住宅資材を提供しています。
●基礎資材を中心に、500超のアイテムで

展開する建材ブランド「Bulls（ブルズ）」　

●自然環境に配慮した製品を「J-GREEN」

として選定し、提案

住宅機器・建材メーカーが新製品や売れ筋商品をプレゼンテーションする業界最大規模のイベントを

開催しています。
●2020年度は初のオンライン展示会を開催
●同一会場でお客様が各社製品と比較しながら商談できる「場」を提供
●最新の商品をお客様にご覧いただける“ショールーム”としての役割
●住まいに関わるあらゆる最新情報を提供

▲オンライン展示会（2020年度）

▲住宅建材フェア会場（2018年度） ▲雨水貯留施設 ▲モニュメント『花』

豊洲パークレストラン

▲

▲木製デッキ
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広い空間
集成材ならではの大スパン

デザイン
鉄やRCにはできない自由
なデザインが可能。

耐久性
耐薬品性・煙害に強い
大断面による高い防火
性能。

温もり
自然の木の温かさそのま
まで、安らぎの空間を創造
します。 構造用

集成材

合板製造・木材加工事業

〔ＬＶＬ（Laminated Veneer Lumber）／単板積層材〕
優れた強度、寸法安定性では高い評価を得ています。
●乾燥した薄い単板（約3～ 4㎜）を主に繊維方向を揃えて張り合わせ、製造した構造材
●不燃性能も高く、内装材としても使用

〔ＣＬＴ（Cross Laminated Timber ）／直交集成板〕〔合板〕

〔集成材〕
木ならではの長所を活かした木質材料です。
●再生可能な木材を使用(地球環境にやさしい資源)
●単位・重量当たりの強度・耐火性能・断熱保温性・吸音効果・調湿能力などの優れた特性
●柱・梁・桁・湾曲アーチ等、主に構造物の耐力部材として使用

「構造用集成材」
新たな木造建築物を可能にし、新しい室内環境とデザインを生み出す話題性のある構造

であらゆる分野の施設にて、自然で温もりのあるスペースを創造

構造躯体として利用する他、断熱性や遮炎性、遮熱性、遮音性

などの複合的な効果も期待できる木質構造用材料です。
●木材特有の断熱性と壁式構造の特性を活かして戸建て住宅の

他、中層建築物の共同住宅、高齢者福祉施設の居住部分、ホ

テルの客室などに使用
●木の表面をそのまま見せて用いるので、木目や木の肌触りを感

じる心地の良い空間を演出
●持続可能な循環型資源であり、森林資源を有効活用した省CO2
型の建物に利用可能

●工場内で一部の材料を組み立ててから現場に搬入するプレハブ

化による施工工期の短縮が期待でき、接合具がシンプルなので熟練工でなくとも施工が可能
●RC造などと比べた軽量性も大きな魅力

〔プレカット〕
人手不足や工期の短縮が求められるなど、多様化する建築需要のなかで大きな役割を果たします。
●大工さんが時間をかけて行っていた伝統の匠の技を、コンピュータの技術を駆使したCAD／CAMによって

精密に再現。オートメーション化された加工ラインで高効率の生産を実現
●部材の迅速かつ安定供給
●施工現場の省力化

明治40年、日本での合板製造の始まりより100年以上の

歴史を持ち、加工のしやすさ、便利さに優れています。
●住宅、家具、DIY等で欠かすことのできない大切な素材
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●年間12万㎥の原木を使用し、6万8千㎥の合板を製造
●地域産材を積極的に活かした地産地消を推進
●地域のシンボリックな建造物の建築に携わることで、

地域雇用の推進や原木生産地も含めた地域の活性化に

貢献
●主力製品であるLVLは国産材の比率を高め、利用促進

に寄与

「勝ち残る会社づくり」を掲げ、販売店経営者への経営ビジョン・経営戦略を立案するうえでのヒントを提供し

ています。
●販売店様の次世代への体制

固めをサポート
●加盟販売店様のニーズを具

体化し、「成功事例」「ゲスト

セミナー」などを盛り込んだ

学びの場を提供
●分科会では班ごとに設けた

テーマに沿った研鑽の場と

して活用

〔２×４パネル〕 〔販売店〕

〔国産材の利用を推進〕

〔小売事業〕

〔現金問屋事業〕

2019年に山梨県にて稼働を開始した合板工場では、

100％国産材を使用しています。

総合建材小売事業

日本全国に15社約100箇所の営業拠点を配置しています。
●きめ細かい地域密着の営業活動を展開
●全国各地域の工務店・ビルダーなど、全国の1万社以上と取引
●取り扱う商品は数十万点以上

日本全国50箇所以上のフランチャイズ店舗展開をしています。
●現金販売スタイル
●店舗には住宅資材、木材、住宅機器などの豊富な品揃え
●お客様にとって建築業界のコンビニエンスストアとして便利な役割

フランチャイズ事業

〔建築〕
理念に基づいて建築される

高品質な住宅を全国展開して

います。

耐震・耐火・耐久性などハイレベルな住宅性能とともに、木質の住み心地の良さを併せ持つ、人と地球環境に優

しい住まいを実現します。
●耐震性の高さを実証（新潟中越地震や福岡西方沖地震）
●2×4工法による「木造耐火構造」が認定されたことにより、防火地域での2×4住宅、4階建て共同住宅、商業

施設、ホテル等の建築が可能

Beautiful
高いデザイン性

Reliable
安全性

耐震・耐火性

Condition
長寿命

Comfortable
快適な居住空間

Ecology
省エネ

高断熱・高気密

工事事業
〔住宅〕
ライフスタイルに合わせたデザイン、間取り、建築資材、キッチンタイプなどお客様のあらゆる希望を叶え、

オリジナルの住まいを提案します。

〔施工部隊〕
有資格者の拡充、連携施工業者の多能工化などで社内外

の人材を確保します。
●全都道府県をカバーする施工ネットワークを確立
●請負工事の受注拡大に向けた体制整備への取り組みを

強化

〔非住宅〕
設計・製造・プレカット・施工まで、一気通貫の

請負体制に取り組んでいます。
●適切に管理された森林資源を活用し、SDGｓ

（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組み

に貢献

出典： 一般社団法人
日本ツーバイフォー建築協会
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サポート事業
〔サポートセンター〕

海外事業
〔輸入〕
丸太をはじめ製材、各種加工品の輸入販売を行っています。
●欧米、東南アジア、中国の駐在員と日々の情報交換や連携
●欧米、ロシア、東南アジア、中国など世界各国にコネクションを構築

〔輸出〕
日本製建材製品の輸出を行っています。
●日本製品の性能・品質の良さを海外に広め提供する取り組み

〔外国間〕

拠　点 ロシア：ウラジオストク

会社名 ＲＵＳ　インテラ社
Rus Interra Co.,Ltd.（Rus Interra LLC）

取扱い商材・他 一般建材、外壁材　他

住　所 201 3A Sukhanova st.Vladivostok, 
Primorsky region 690091, Russia

事業内容 日本製建材の販売・ロシア製木質素材の買付窓口

拠　点 台湾：台中

会社名 新日緑建材股份有限公司
JPG Housing Materials CO.,Ltd.Taichung Head Office

住　所 1F, No.90, Dadun 20th St., Xitun Dist.,Taichung City, 
40758,TAIWAN(R.O.C.)

事業内容 日本製建材の台湾での輸入及び国内販売

取扱い商材・他 合板、建築資材、住設機器　他

拠　点 中国：瀋陽

会社名 遼寧傑生活建材有限公司
Liaoning J-LIFE building material Co., Ltd

住　所 3201 No.49 Xinghua North Street Tiexi District 
Shenyang Liaoning China

事業内容 中国遼寧省向け日本製建材の販売事業

取扱い商材・他 建築資材、住宅機器全般

拠　点 シンガポール：シンガポール

会社名 Ｉｎｔｅｒｒａ ＪＫ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ
Interra JK Singapore Pte,Ltd.

住　所 8 Marina View, #42-022 Asia Square Tower 1, 
Singapore 018960

事業内容 東南アジア向け仲介貿易業務

取扱い商材・他 合板、建築資材　他

拠　点 中国：香港

会社名 香港銀得隆建材有限公司
Interra Bronz Building Materials (Hong Kong)Ltd.

事業内容 日本製建材の中国への輸出・中国製建材の日本への輸出

取扱い商材・他 MDF、合板、建築資材　他

拠　点 アメリカ：シアトル

会社名 インテラＵＳＡ社
Interra USA, Inc.

住　所 900 SW 16th Street. Suite #125 Renton, 
WA 98057 USA

事業内容 米国市場向け建材販売

取扱い商材・他 合板、ＬＶＬ、建築資材、J-GREENショップ（上海・北京）他

拠　点 中国：上海

会社名 上海銀得隆建材有限公司
Interra Bronz(Shanghai)Building Materials Co.,Ltd.

住　所 Rm2205, Yingtong Mansion, NO. 988 Dingxi Road, 
Changing District, Shanghai, China

事業内容 日本製建材の中国での販売及び国内販売・中国製建材の
日本への輸出及び国内販売取扱い商材・他 針葉樹製品、広葉樹製品、丸太

拠　点 アメリカ：ニューヨーク

会社名 Alaska Pacific Trading Company
Alaska Pacific Trading Company

住　所 12685 State Route 38,P.O.Box166,Berkshire,
NY 13736 USA

事業内容 針葉樹製品・丸太、広葉樹製品・丸太の売買

〔快適住実の家〕
家づくりの“フル”サポートサービスです。

家づくりの悩みや疑問を解決し、お客様への新しいご提案へ変えます。

〔ハートシステム〕

住宅ローン取次事業
〔住宅ローン〕
住宅金融支援機構と提携し、新規住宅ローンはもとより、借り換えローンなどを

提供します。
●長期固定金利住宅ローン【フラット３５】の提供
●土地・建物つなぎローンの提供

〔リフォームローン〕
近年需要の増えているリフォーム工事においてローンの提供をします。

●海外拠点

お施主様の家を最後まで完成させるための、エスクロータイプによる保証制度をご提案します。
●施工完了まで工事費を管理することで工務店様の負担を軽減
●住宅完成を保証することでお施主様の信頼獲得
●保険タイプと違い、お施主様の追加費用の発生や前払い金が戻らないといったトラブルを回避

〔保険〕
火災保険、団体信用保険等各種保険の取り次ぎをします。

現地法人

拠　点 インドネシア：ジャカルタ

会社名 JKI㈱
JKI Co.,Ltd. Jakarta Office

ジャカルタ事務所

住　所 STC Building 3th Floor Room 165-166A JL.
Asia Aflika-Pintu IX Gelora Senaya jakarta Pusat

事業内容 インドネシア製合板情報収集及び検品代行

取扱い商材・他 合板、木質パネル　他

事務所

支店・駐在員事務所

新築戸建・リフォーム・リノベーションの営業・受注支援から引き

渡し後のアフターフォローまで、行政の流れを踏まえた様々なサ

ポートをワンストップサービスにて提供します。

JKホールディングスグループは世界7カ国13拠点に現地法人、駐在事務所を配置し、建材事業を展開しています。

日本と海外、海外と海外を結び、木質素材や建材製品をお客様のニーズに合わせた最良な商品を最適な国か

ら調達・供給し、企業理念である「快適で豊かな住環境の創造」を追究しています。

拠　点 台湾：台北

会社名 JKホールディングス㈱
JK Holdings Co.,Ltd. Taipei office

台北事務所

住　所 No. 189-1, Sec.6, Minquan E.Rd., Neihu Dist., 
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)   

事業内容 台北地域での建材市場情報収集及び検品代行

取扱い商材・他 一般建材、外壁材　他

事務所

拠　点 インドネシア：ジャカルタ

会社名
JKホールディングス㈱
Representative Office of JK Holdings Co.,Ltd.
(JK Holdings Co.,Ltd. Jakarta office)

ジャカルタ事務所

住　所
Gapura Office Tower (Bellezza), Floor 16th Unit03Jl.Let.
Jend. Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, 
Jakarta Seletan 11210

事業内容 インドネシア製合板情報収集及び検品代行

取扱い商材・他 合板、木質パネル　他

事務所

拠　点 ロシア：モスクワ

会社名
JKホールディングス㈱
Representative Office of JK Holdings Co.,Ltd.
(JK Holdings Co.,Ltd. Moscow office)

モスクワ事務所

住　所 Of.2110.Str.1.d.17.Skakovaya St., Moscow 125040, 
Russia

事業内容 モスクワ地域の建材市場の情報収集及び検品代行

取扱い商材・他 合板、木質パネル　他

事務所

拠　点 マレーシア：ミリ

会社名 JKホールディングス㈱
JK Holdings Co.,Ltd. Miri Branch

ミリ支店

住　所 Suite 2202 Level 22 Imperial Apartment Jalan Pos, 
98000 Miri, Sarawak MALAYSIA

事業内容 マレ－シア製合板の情報収集及び検品代行

取扱い商材・他 合板、建築資材、住設機器　他

支　店

木質素材の外国間での取引を行っています。
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総合建材卸売事業
合板、合板二次製品、その他建材および住宅機器等の卸売事業。
住まいに関わるあらゆる建築資材を取り扱う専門商社として、
市場動向をいち早く読み取り、業界の需要に迅速に対応する。

Communi-
cation

何が必要か
読み取る

Think

最適な商品を
考える

Offer

適正な価格で
ご提供
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住宅設備機器
（キッチン・バス・トイレ・給湯機など）

オリジナル商品の開発

太陽光発電システム  建具・造作材・断熱材など

合板・木材・構造材

仕入れ先2,500社

プレカット

通商株式会社

物林株式会社

● 森林資源の『川上から川下まで』網羅する
木材専門商社

『自然と人間の調和』を目指して

●グローバルな木材資源の物流開発
●環境対策含む国産材成長産業化戦略（循環モデル）
●構造用集成材・CLTを利用した建築物の設計・施行
●グリーンインフラ整備の促進（緑化・雨水対策）
●公園の活性化のための民間活力導入（PPP）による運営提案

地域密着型の物流で素早い対応

全国で開催するJKフェア

北海道から沖縄まで約100カ所に事

業所を設け、商品と情報をいち早く

販売店様へお届けいたします。また

物販に留まらず、工務店様支援にも

注力しています。

● 木造建築から都市景観造りまでの設計・施工、
公園緑地の運営管理までの技術集団

事業内容

●木材全般（輸入・国産）、建材類の販売 ●木造建築物、内装木質化の設計・施工　
●都市景観整備（ランドスケープ）の設計・施工 ●造園緑地の運営並びに維持管理

ジャパン建材株式会社
快適で豊かな住環境の創造

木材とランドスケープの物林

● JKホールディングスグループの中核として、「住」に関わるあらゆる場面に対応！

● 迅速に需要を捉え、様々なサービスを提供

事業内容

合板、木材、合板二次製品(フロアー材等)、建材(外壁材等)、住宅機器(壁面収納家具、厨房機器、浴槽等)、建築資材
(セメントおよび生コン)の販売および木構造建築(非住宅)、施工請負

設　　立 平成18年2月1日
資 本 金 100百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 263,490百万円（2021年3月期）
従業員数 1,101人（2021年3月末現在）
代表者名 小川　明範
事 業 所 ［本店］東京都江東区

　　　新木場一丁目７番２２号　
　　　新木場タワー

設　　立 昭和37年12月24日
資 本 金 490百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 20,302百万円（2021年3月期）
従業員数 182人（2021年3月末現在）
代表者名 榎屋　博英
事 業 所 ［本店］大阪府大阪市

　　　北区中之島三丁目３番２３号　
　　　中之島ダイビル２９階

https://www.mbr.co.jp/

http://www.tsusho.co.jp/

■プライベートブランド「Bulls」 ■E.COLLE（電材）

 

■非住宅木構造にも対応します

高効率の物流システムで
タイムリーな配送を実現

「必要なものを必要なときに必

要なだけ」 提供する即納体制、

物流システムの合理化に取り

組んできました。 全国18拠点

のネットワークにより配送先の

詳細情報を収集。工事現場・

邸別の工程に応じたタイムリー

な効率配送を実現しています。

● オリジナル商品や
お客様サポートを強化

事業内容

住宅設備機器、内装建材、外装建材、副資材等、約２万種類に及ぶ商品を販売、仕入先は700社以上にのぼります。
法律の改正による住宅仕様や税制優遇等の様々な付加価値事業にも取り組んでいます。

「顧客第一主義」のもと時代を切り拓く私たちは一歩先ゆく住宅資材専門商社です

■施工店
　全国ネットワーク

■合板・木材製品
　のエコブランド

仕入先
【商社】

【メーカー】
当 社

得意先
【一般工務店】
【総合建設業】
【ハウスメーカー】

■流通経路を短縮化して高品質な商品を適正価格でスピーディーにお届け

■タイムリーな
　効率配送

■豊富な情報力を
　活かした
　提案型営業

https://www.jkenzai.co.jp/ 

設　　立 昭和42年8月1日
資 本 金 50百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 24,197百万円（2021年3月期）
従業員数 134人（2021年3月末現在）
代表者名 淡中　克己
事 業 所 ［本店］東京都江東区

　　　新木場一丁目７番２２号　
　　　新木場タワー６・７階

木という資源

社会の未来にタッチする

環境という優しさで
林

物
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京都板硝子株式会社

事業内容

●住宅やビルに使われる、板ガラス，アルミサッシ，
エクステリア，木質建材，設備機器などの卸及び施工

●事業所：本社（京都市），北近畿営業所（舞鶴市）
●日本板硝子，ＬＩＸＩＬ，三協　代理店

快適空間を創造します

■構造材・羽柄材・造作

■プレカット加工

合板の事なら、いつでも、すぐに、何でも！
関東一円定期便を配し1枚から大口迄対応の合板専門販売会社

● 関東随一の品揃えでお客様の営業活動に貢献

主力販売商品

シナ合板・ラワン合板・OSB・ハードボード・MDF・針葉樹合板・
インテリア針葉樹合板・インテリアOSB・パーティクルボード・
シナランバー・ラワンランバー・
ポリランバー・難燃合板・防炎合板・
不燃針葉樹合板・曲げ合板・
カット合板・養生用合板

● 取引を通して産地メーカーの息づかいを
感じられる仕入/ 販売が直結した体制

仕入/ 販売の一元化

仕入/販売を一元化し、取引先とメーカーを正確かつ迅速な
情報で最短距離で繋ぎます。
産地に近いジャカルタに品質管理担当（QualityControl）・
納期管理担当を配置して取引精度の向上に努めています。

https://www.mitomoku.co.jp/

https://www.kyoita.co.jp/

https://meirin-shinkiba.co.jp

設　　立 昭和25年7月28日
資 本 金 50百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,435百万円（2021年3月期）
従業員数 37人（2021年3月末現在）
代表者名 柳瀬　知之
事 業 所 京都市南区吉祥院砂ノ町３９番地

設　　立 平成20年4月1日
資 本 金 20百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 3,108百万円（2021年3月期）
従業員数 14人（2021年3月末現在）
代表者名 井垣　正光
事 業 所 ［本店］東京都江東区新木場1丁目

　　　7番22号 新木場タワー 8階

設　　立 平成18年5月1日
資 本 金 50百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 2,316百万円（2021年3月期）
従業員数 6人（2021年3月末現在）
代表者名 大平　和彦
事 業 所 東京都江東区新木場一丁目７番２２号　

新木場タワー 10階

株式会社銘林

事業内容

●床の間、茶室材、無垢フローリング、羽目板、集成材、デッキ材、寺社挽立材等
の建築資材販売

●首都圏エリアのデッキ材工、床材工、建具材工、家具材工等の請負
●首都圏エリアの一般貨物自動車運送事業

木に触れ合う住まいを目指して

株式会社ミトモク

事業内容

《木材部》 県内外の優良木材を販売店様などへ販売してい
ます。
毎月定期的に木材市場を開催し競売を行っています。

《建材部》 住宅用建材および住宅機器等資材全般を販売店様
などへ販売をしています。
毎年展示会を開催し、販売店様、工務店様・施主
様への商品および最新情報を提供しています。

《工事部》 提携工場を通して構造材のプレカットを納品してい
ます。
施工請負による販売店様支援をしています。
施工を含めた商品販売により、販売店様支援およ
び販路拡大に注力しています。

心安らぐ住まいのために良質な住宅資材の
供給に努めています

地域に密着した対応でお客様のニーズにお答えします

東日本を中心に１３拠点で事業を展開、自社でトラックを完備し物流機能
の充実を図っております。
木を知り尽くしたスペシャリストとして豊富な知識と経験をもとに、スピー
ディーできめ細やかな対応をしております。
首都圏エリアでは2020年4月より一般貨物自動車運送業をスタート、本社
倉庫を利用した付加価値のある物流でお客様の満足度向上に取組みます。

設　　立 昭和47年9月7日
資 本 金 99百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 3,770百万円（2021年3月期）
従業員数 66人（2021年3月末現在）
代表者名 根本　修
事 業 所 ［本店］東京都江東区

　　　新木場一丁目１６番８号

設　　立 昭和30年5月13日
資 本 金 90百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 5,548百万円（2021年3月期）
従業員数 53人（2021年3月末現在）
代表者名 安藤　裕一
事 業 所 ［本店］茨城県水戸市千波町

　　　１８８４番地

主力販売商品

《輸入合板全般》 
ＪＡＳＣＰ・塗装ＣＰ・ラワン合板・ブロックボード・曲げ合板・SP合板・ＯＳＢ（北米・北欧）・ＬＶＬ
《国内合板》 
針葉樹合板・国内メーカーラワン合板・合板足場板・松製材・シナランバー・シナベニヤ

クロカワベニヤ株式会社

● 北海道での合板の事なら当社におまかせ役所物件対応もＯＫ!!
充実した品揃えでお客様の需要に即対応

● 合板は１枚からでも発送ＯＫ!! 全道各地に10t車・トレーラーで配達もＯＫ!!

事業内容

●合板の販売・加工　●木材の販売全般　●建築用資材および木工品材料の販売
住宅設備機器の販売　●二次加工メーカー・車両工場への合板販売

北海道の合板のデパート・合板の卸売

設　　立 平成21年5月14日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,279百万円（2021年3月期）
従業員数 13人（2021年3月末現在）
代表者名 茶木　秀明
事 業 所 ［本店］北海道札幌市

　　　白石区中央三条二丁目
　　　６番２０号

『お客様と共に進む』をモットーに、地域密着型営業を
展開しています。（テリトリー：京都府，滋賀県，大阪
府北摂エリア，福井県嶺南エリア）
受注から施工まで、きめ細かな
サービス体制で、お客様のあら
ゆるニーズにお応えできる企業
を目指します。

株式会社KEY BOARD

事業内容

合板関連商品の総合販売会社で、レギュラーサイズ
以外に特寸から厚物等、日頃流通が在庫されない特
殊合板等を各種揃え、1枚から関東一円に方面別定
期便を運行しております。

● 定期便8方面へ対応し、様々なお客様のニーズに
答える為の広い製品置場

ＪＫＩ株式会社

事業内容

インドネシア産・マレーシア産を中心に普通合板・フロ
アー台板・塗装型枠用合板・ポリエステル加工合板・
ブロックボード・梱包用合板などの各種合板類を全国
の主要港へお届けいたします。

森と住まいの間に私たちがいます

プロが使う内装工具ならおまかせ

● インドネシア産の合板を
中心に日本全国の主要港
にて輸入合板等の販売を
展開

株式会社広島

事業内容

内装施工用工具のカタログ販売を中心に、ワーロン
製品・和室の障子紙・襖の引手なども取り扱う卸売
会社です。

http://kkhiroshima-s-s.officialblog.jp/

主力販売商品

クロス施工用具、床・カーペット
施工用具、カーテン施工用具、
脚立類、一般共通工具、襖・表具
施工用具・防水施工用具・大工
施工用具  等

設　　立 昭和38年５月10日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 996百万円（2021年3月期）
従業員数 26人（2021年3月末現在）
代表者名 川内　賢治
事 業 所 [本店]大阪府大阪市住吉区墨江四丁目６番１６号

● 内装職人の間で好評の
プライベートブランド「　　 」
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合板製造・木材加工事業
合板および単板、LVL、集成材などの製造販売や木材の
加工および販売事業。
適切に管理された森林から仕入れた合法性および環境社会
面を含む持続可能性が証明された製品を使用し、顧客の
ニーズに合わせた加工を施す。

Design

安全で良質な製品を
設計する

Connoisseur

国内外にて良質な
木材を調達する

Make

より良い形に
加工する
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構造用ＬＶＬ　製品ラインナップ

【KEYLAM】
製材として使いづらい反り、曲がりが
ある原木からも生産可能な高強度・
高品質の構造用単板積層材（ＬＶＬ）です。

【KEYLAM木層ウォール】
高い構造性能と準耐火性能を併せ持つ
高強度耐力壁です。

【KEYLAM JOIST】
フランジ部分にＬＶＬ、ウェブ部分に面
材を使用して接着組立された木質構造
材料です。

【KEYLAM MEGA BEAM】
高い曲げ剛性を持ち、配管やダクトの
孔あけができるＩ型、ＢＯＸ型のＬＶＬ梁材
です。

【KEYLAM SSパネル】
梁部材で枠組みしたウェブの上下面に
面材を留め付けて一体化することで面
外曲げモーメントに対する効率化を
図った組立梁です。

【KEYLAM 耐震開口フレーム】
ラーメンフレームのような複雑な構造
計算が必要ない開口フレームです。

株式会社キーテック
キーテックは樹をテクノロジーする会社です

● 合板製造拠点の山梨工場（2019年5月竣工）

● 構造用ＬＶＬ

事業内容

合板、単板積層材（構造用LVL・内装用LVL）などの木質建材の製造・加工および販売

http://www.key-tec.co.jp/

■KEYLAM ■KEYLAM木層ウォール

■KEYLAM JOIST ■KEYLAM MEGA BEAM

内装用ＬＶＬ　製品ラインナップ

【KEYLAM Interior】
ＬＶＬの製造工程からできるストライプ
柄の単板積層面を表にすることで、イ
ンテリアやデザインに活用することが
可能です。

【KEYLAM Interior FR】
キーラムインテリアに準不燃性能をも
たせ、より多くの場所に使用できるよ
うになりました。

【バームクーヘン】
ＬＶＬの積層面を画期的な新技術で極薄
化し、柔軟な施工が可能となった極薄
内装用シートです。不燃材料の基材に
貼ることで不燃性能の大臣認定を取得
しています。

● 内装用ＬＶＬ

■KEYLAM Interior ■バームクーヘン

■ラワン合板■針葉樹合板

合板　製品ラインナップ

【針葉樹合板】
主に間伐材を使用した、１００％国産
材で生産された合板です。指定地域材
での製造や、森林認証材に対応してい
ます。

【ラワン合板】
南洋材（広葉樹）から生産され、表面
材の仕上げが綺麗で化粧材の台板、
普通合板、構造用合板等幅広く使用さ
れている合板です。

【国産材合板足場板】
金属足場板の仕様が適さない現場や、
工業イベント用の架設スタンド等で使
用できます。木材ならではの釘打ちや
切断が可能です。

使用事例の詳細

【㈱キーテック　木更津工場】
場　　所：千葉県木更津市
使用材料：KEYLAM

【下関ゴルフ倶楽部 クラブハウス】
場　　所：山口県下関市
使用材料：KEYLAM SSパネル、

KEYLAM Interior FR

【東京都公文書館】
場　　所：東京都国分寺市
使用材料：KEYLAM Interior

【那須塩原市立図書館「みるる」】
場　　所：栃木県那須塩原市
使用材料：KEYLAM Interior FR

■国産材合板足場板

■KEYLAM SSパネル ■KEYLAM 耐震開口フレーム

● 使用事例

■㈱キーテック　木更津工場

■東京都公文書館 ■那須塩原市立図書館「みるる」

Photo

Photo

設　　立 昭和33年4月18日
資 本 金 268.4百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 8,704百万円（2021年3月期）
従業員数 173人（2021年3月末現在）
代表者名 中西　宏一
事 業 所 ［本店］東京都江東区新木場一丁目７番２２号　

　　　新木場タワー８階
 ［木更津工場］千葉県木更津市木材港15
 ［山 梨 工 場］山梨県南巨摩郡身延町下山11371

● 合板

■下関ゴルフ倶楽部 クラブハウス

提供：清水建設株式会社© SATOSHI ASAKAWA
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ティンバラム株式会社
Customer’s No.1 Choice

● 「まだないカタチを木でつくる」東日本を代表する集成材カンパニー

● 木造建築のすべての工程を行えます

北海道プレカットセンター株式会社

協同組合オホーツクウッドピア

● 北海道育ちの木材を中心に住宅から非住宅の
木構造から羽柄までプレカット加工対応！

● 各種専用加工機により様々な加工に対応！

事業内容

木造建築物のプレカット
道産カラマツ集成材を中心とした木構造のプレカットを軸として合板、羽柄材加工にも対応し、お客様の元へ安定供給いたします。
北見工場ではフンデガーの特殊加工機により非住宅木構造用大断面の加工にも対応いたします。

『安心』をカタチに変える技術

https://www.hokkaido-precut-center.jp/

北海道プレカットセンター株式会社

■工場内写真

設　　立 平成2年2月15日
資 本 金 35百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 872百万円（2021年3月期）
従業員数 27人（2021年3月末現在）
代表者名 中根　幹成
事 業 所 ［本店］北海道苫小牧市晴海町４１番地

［北見工場］北海道北見市留辺蘂町旭東１１番地　
　　　　　協同組合オホーツクウッドピア内

設　　立 平成9年4月24日
資 本 金 29百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 612百万円（2021年3月期）
従業員数 26人（2021年3月末現在）
代表者名 中根　幹成
事 業 所 北海道北見市留辺蘂町

旭東１１番地

事業内容

事業や注力商品のセールスポイント
●北海道産カラマツを原料にした構造用集成材の生産　　●非住宅物件用の大断面・中断面集成材を手広く生産
●集成材の生産から加工まで一貫受注 ●北海道を主力に本州市場にも数多く出荷
●2017年2月にカラマツCLTのJASを取得、生産を開始

環境を守り、循環型社会に貢献する集成材・CLTメーカー

■物件写真　北見信用金庫　
　紋別支店

■カラマツ集成材■物件写真　
　雄武町健康ふれあいセンター

■カラマツCLT■3次元加工機　
　フンデガーK2i

事業内容

●構造用集成材（小・中・大断面、直材・湾曲材他）の製造、および販売
●プレカット（精密機械加工、手加工）、接合金物取付
●木構造建築設計、設計支援　　●木造建築物の施工　　●一般資材の販売

https://www.timberam.co.jp/

■ニプロハチ公ドーム（旧：大館樹海ドーム） ■南三陸町生涯学習センター

構造設計、集成材製造、プレカット、施工まで。

すべての工程を一気通貫で行える「ウッドストラクチャーシステム」を構築。

木造建築の可能性を広げます。

設　　立 平成6年10月3日
資 本 金 92百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 5,383百万円（2021年3月期）
従業員数 159人（2021年3月末現在）
代表者名 金子　智昭
事 業 所 ［本社］秋田県南秋田郡五城目町大川大川字ウツフケ１４１番地１
 ［大館花岡工場］秋田県大館市花岡町七ツ館1番地
 ［釈迦内工場］秋田県大館市釈迦内字野崎５番地５

- 設計 - - 製造・加工 - - 施工 -
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http://www.paneform.co.jp/

日本パネフォーム株式会社

事業内容

● 2×4住宅のことなら弊社に！
お客様のニーズに確実に対応

提供サービス

●木材の加工および販売
●建材販売
●合板の加工および販売
●2×4工法による住宅資

材の販売
●住宅設備機器の販売

● 2×4 ランバー、注入材、集成材等
　 在庫も豊富！

事業内容

2×4住宅用建築資材の制作、加工および販売

神奈川を中心とした地域密着型の2×4事業

日本パネフォーム株式会社

株式会社プレックコンポーネント

大規模な
資材倉庫

部材販売にも対応

屋根まで
全てパネル化

屋根までパネル化できる
数少ない工場の一つ

JAS－A
認定工場

厳格な検査を実施
確かな品質と精度

パネルは、工場で製造した

工業製品であるため、製品

精度が高く、躯体組立の工

期短縮が可能となります。パ

ネル製品の一括輸送で輸送

ロスの削減にも貢献します。

●資材倉庫事業内容

●2×4材の輸入・販売　　●2×4工法によるパネル設計・積算・加工

少数精鋭で高精度のパネルを製作

http://www.preccompo.co.jp/

■壁製造エリア
　ハイパネルにも
　対応

■屋根製造エリア
　寄棟・入母屋にも
　対応

■床製造エリア
　複雑な間取り
　にも対応　

設　　立 昭和53年5月31日
資 本 金 210百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,427百万円（2021年3月期）
従業員数 44人（2021年3月末現在）
代表者名 長谷川　康治
事 業 所 ［綾瀬工場］神奈川県綾瀬市深谷南一丁目

　　　　　４番４号
［浦和工場］埼玉県さいたま市桜区
　　　　　田島七丁目２６番１号

設　　立 昭和55年5月21日
資 本 金 135.5百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 390百万円（2021年3月期）
従業員数 22人（2021年3月末現在）
代表者名 辻　政儀
事 業 所 広島県東広島市豊栄町清武１４１８番地

● 充実した加工設備と技術から生まれる商品 

株式会社群馬木芸

株式会社アイチキャビネット

事業方針

脈々と受け継がれた、高い信

頼性と技術力を背景に、多様

化したお客様の要望に真剣に

向き合い対応いたします。

事業内容

●住宅向け各種収納製品　●店舗什器　●オリジナル製品　●業務用応接椅子木枠加工

枠を超えた新たな価値の創造へ　～愛知発信の高品質な木製家具製造技術～

● 製品紹介 ● 設備紹介

事業内容

羽柄材・合板プレカット　
「木芸ブランドの確立」をスローガンに、高精度、高品質、質の高い対応力を目指しています。
戸建て住宅から中大規模木造まで幅広いニーズにお応えいたします。

確かな技術で新しい価値を創造する

http://www.aichi-cabinet.co.jp/

http://www.gunma-mokugei.com/

■間柱 ■窓台、マグサ ■筋交い ■垂木 ■破風

■隅木 ■根太 ■床合板 ■野地合板 宮川工機 MPC-25K

平安 HA-6K-6000宮川工機 MPD-11

株式会社アイチキャビネット

柔軟性

豊富な商品の
ラインナップ

高い技術力と
正確性

様々なニーズ
に応える

設　　立 昭和52年12月23日
資 本 金 3百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 330百万円（2021年3月期）
従業員数 24人（2021年3月末現在）
代表者名 小柳　龍雄
事 業 所 愛知県豊橋市藤並町

字摩耶１番地の１

設　　立 平成25年4月16日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 612百万円（2021年3月期）
従業員数 24人（2021年3月末現在）
代表者名 杉浦　和成
事 業 所 群馬県前橋市五代町６７４番地１
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総合建材小売事業
合板、合板二次製品、建築資材および住宅機器等の小売事業。
全国各地に地域密着型の販売店を有し、建築会社や工務店など
現場の需要に迅速に対応する。　

Listen

お客様の
要望をきく

Select

要望に沿った
ものを選ぶ

Supply

満足のいく商品を
お届けする
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株式会社長谷川建材

事業内容

北海道に拠点があり、建築資材販売事業及び家具・
インテリア事業を展開しています。

設　　立 昭和38年3月27日
資 本 金 32.3百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 882百万円（2021年3月期）

従業員数 15人（2021年3月末現在）

代表者名 土田　雅敏
事 業 所 北海道北見市大通東八丁目１４番地

株式会社坂田建材

事業内容

事業内容：岩手県に拠点を置き、建築資材販売事業
を展開しています。

設　　立 昭和41年6月1日
資 本 金 30百万円（2021年3月20日現在）

売 　 上 1,997百万円（2021年3月期）

従業員数 39人（2021年3月20日現在）

代表者名 蘇武　博
事 業 所 ［本店］岩手県花巻市卸町１６番地

ミズノ株式会社

事業内容

埼玉県南西部に拠点があり、建築資材販売事業を展
開しています。

設　　立 昭和35年6月10日
資 本 金 51.48百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 718百万円（2021年3月期）

従業員数 16人（2021年3月末現在）

代表者名 水野　美和
事 業 所 埼玉県飯能市新光４６番地２

株式会社ハウス・デポ関東

事業内容

関東地方東部全域に拠点があり、建築資材販売事業
および建築工事業を展開しています。

設　　立 平成3年2月25日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 6,079百万円（2021年3月期）

従業員数 83人（2021年3月末現在）

代表者名 島田　美佐男　
事 業 所 ［本店］千葉県習志野市

　　　東習志野六丁目１９番１２号

株式会社ブルケン・マルタマ

事業内容

東京都多摩地区、埼玉県、群馬県、甲信越に拠点を
置き、建築資材販売事業を展開しています。

設　　立 平成7年9月1日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 5,058百万円（2021年3月期）

従業員数 85人（2021年3月末現在）

代表者名 赤星　章博
事 業 所 ［本店］東京都調布市

　　　飛田給一丁目８番地４９

新いずみ建装株式会社

事業内容

神奈川県・静岡県に拠点があり、建築資材販売事業
を展開しています。

設　　立 平成7年1月20日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 1,700百万円（2021年3月期）

従業員数 32人（2021年3月末現在）

代表者名 住吉　渡
事 業 所 ［本店］神奈川県横浜市

　　　都筑区東方町１８６番地１

株式会社ハウス・デポ・プラス

事業内容

全国に拠点があり、サッシの組立販売を中心に建築
資材販売事業を展開しています。

設　　立 平成12年12月11日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 5,762百万円（2021年3月期）

従業員数 105人（2021年3月末現在）

代表者名 内藤　裕之
事 業 所 ［本店］愛知県一宮市

　　　三ツ井四丁目２番地７

株式会社ダイコク

事業内容

全国に拠点があり、建築資材の現金問屋として事業を展開してい
ます。また、現金問屋のフランチャイズ事業も展開しています。

設　　立 平成10年2月10日
資 本 金 60百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 3,264百万円（2021年3月期）

従業員数 59人（2021年3月末現在）

代表者名 永田　二朗
事 業 所 ［本店］大阪府堺市堺区三宝町

　　　四丁２４３番地の３

株式会社ハウス・デポ関西

事業内容

関西地区全域に拠点があり、建築資材販売事業を展
開しています。

設　　立 昭和56年6月23日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 1,456百万円（2021年3月期）

従業員数 43人（2021年3月末現在）

代表者名 尾本　佳隆
事 業 所 ［本店］兵庫県伊丹市

　　　西野五丁目１７２番地
http://www.mizuno-cp.co.jp/

https://housedepot-kanto.co.jp/

https://www.bkeast.co.jp https://rdepo.jp/

http://www.daikoku.net/

https://housedepo-p.co.jp/https://www.shin-izumi.com/

http://housedepot-kansai.co.jp/

暮らしの中のふれあいと出会いを大切に

トップ建材株式会社

事業内容

山形県に拠点があり、建築資材販売事業および建築
工事業を展開しています。

設　　立 昭和62年6月10日
資 本 金 48百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 1,535百万円（2021年3月期）

従業員数 17人（2021年3月末現在）

代表者名 冨樫　亜由美
事 業 所 山形県山形市

漆山１７３０番地１

http://www.topkenzai.jp/http://www.sakata-ssk.com/

https://hasegawa-k.co.jp/

30年の歴史を踏まえ、新たに山形県内の業界トップを
目指すチャレンジ

地域の皆様に信頼と安心を届ける会社を目指します

株式会社ブルケン東日本

事業内容

北海道・東北地方全域に拠点があり、建築資材販売
事業および建築工事業を展開しています。

設　　立 平成17年7月8日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 6,135百万円（2021年3月期）

従業員数 146人（2021年3月末現在）

代表者名 蘇武　博
事 業 所 ［本店］宮城県仙台市宮城野区

　　　仙台港北一丁目６番地の１８

家づくりを受注から完成引き渡しまで
トータルサポートいたします

株式会社ジェイ・ウインズ

事業内容

関東地方に拠点があり、建築資材販売事業を展開し
ています。

設　　立 令和3年2月25日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 ー
従業員数 ー
代表者名 内藤　裕之
事 業 所 ［本店］埼玉県草加市青柳二丁目６番１号

住まいの快適と安心をお届けする会社

夢を与え、喜びを与え、進化し続ける
資材のエキスパート
プロに頼られるプロでありたい

お客様第一主義をモットーに
工務店との家づくりを応援します

ＪＵＳＴ ＩＮ ＴＩＭＥ　迅速かつスピーディーに
まごころ込めて優良な資材を現場へお届けします

現金問屋ダイコク 
スタッフの商品知識と安心価格で勝負

みなさまの幸せな住まいづくりを応援します“良い仕事は一人でできない”
おまかせください！　ハウス・デポ関東へ
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中国地区

2拠
点

ＪＫホールディングスグループの
小売事業は、全国102拠点にて
一歩先を行くサービスを行います

小売事業MAP

北海道地区

7拠
点

東北地区

27拠
点

関東地区

23拠
点

中部地区

7拠
点

関西地区

17拠
点

九州地区

13拠
点

四国地区

6拠
点

株式会社ブルケン松山

事業内容

愛媛県に拠点があり、建築資材販売事業を展開して
います。

設　　立 平成30年10月１日
資 本 金 20百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 785百万円（2021年3月期）

従業員数 13人（2021年3月末現在）

代表者名 坂元　浩
事 業 所 愛媛県松山市竹原二丁目３番10号

株式会社ブルケン・ウエスト

事業内容

九州地方全域に拠点があり、建築資材販売事業およ
び建築工事業を展開しています。 

設　　立 平成26年5月29日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 5,266百万円（2021年3月期）

従業員数 110人（2021年3月末現在）

代表者名 上田　昭典
事 業 所 ［本店］福岡県宗像市

　　　徳重５４６番１

http://buruken-west.jp/

「お客さま第一主義」を貫く

お客様の住まいづくりをサポートし
すべての人々に役立つ提案をします

株式会社ブルケン四国

事業内容

四国地方に拠点があり、建築資材販売事業およびタ
イル工事を展開しています。

設　　立 昭和39年10月17日
資 本 金 48.77百万円（2021年3月末現在）

売 　 上 2,333百万円（2021年3月期）

従業員数 48人（2021年3月末現在）

代表者名 坂元　浩
事 業 所 ［本店］高知県高知市萩町

 　　　一丁目７番２１号

https://www.buruken-shikoku.co.jp/

人と住まいの未来を支える
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その他の事業
● 工事事業　　● 物流　　● フランチャイズ事業
● 旅行、保険代理業　　  ● 住宅ローン　　

住宅の建設から住宅ローンや保険まで、幅広い事業を展開。
お施主様はもちろん建築業界に携わる方々のトータルサポート
を行う。

Housing
loan

暮らしに合わせた
ローンの提供

Construction

良質な製品による
良質な家を建てる

franchise

事業の拡大

logistics

安全第一に大切な
商品を運ぶ

insurance

生活を守るための
保険のご提案
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株式会社ティンバースケープフランチャイズ事業／リフォーム／
賃貸住宅／分譲住宅

フランチャイズシステムにより、ブルース

ホームの理念に基づいて建築される高品

質な住宅を全国に広めています。また新

築だけでなく内装、外壁、屋根の変更や

収 納 の 改 修、水 周りまであ ら ゆ るリ

フォーム工事にも対応します。

事業内容

●建設事業（地域産森林資源を活用した木造施設の設計施工）
●パークマネジメント事業（公園の指定管理・パークPFI等の公民連携プロジェクト）

JKホーム株式会社
BRUCE Lifestyle for Your Smile　～ライフスタイルをデザインする～

● ブルースホームはOnly oneの輸入住宅をカタチに！

● 新築、リフォームなど建設工事事業を全国で展開！

事業内容

注文住宅
ブルースホームの注文住宅はデザイン、間取り、建築資材、キッチンタイプなどお客様のあらゆる希望を叶えます。
ご家族のライフスタイルに合わせたオリジナルの住まいをご提案します。

設　　立 平成25年10月11日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 680百万円（2021年3月期）
従業員数 19人（2021年3月末現在）
代表者名 桃井　隆司
事 業 所 ［本店］千葉県千葉市

　　　稲毛区長沼町３３０番地１８
https://www.brucehomebuilders.com/

■フランチャイズ事業

■パワーボード完成物件

■サイディング工事

■賃貸住宅

■リフォーム

■分譲住宅

 

国産材（ティンバー）による木構造建

築と公園緑地（ランドスケープ）の運

営管理という新しい事業領域に取り

組んでいます。

「豊洲ぐるり公園」にパークレストラン

を建設するなど夢のあるプロジェクト

に取り組んでいます。

設　　立 平成31年3月1日
資 本 金 40百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,564百万円（2021年3月末現在）
従業員数 4人（2021年3月末現在）
代表者名 梶井　直和
事 業 所 東京都江東区新木場一丁目７番２２号　新木場タワー６階

株式会社エムジー建工

● エムジー建工は木造耐火建築物
外壁の効率的な施工を行います

● 外壁施工実績

Before

After

事業内容

●外壁工事(サイディング、パワーボード)　●屋根工事(スレート屋根、金属屋根）
●雨樋、板金工事、塗装、断熱工事

外壁施工のプロがお客さまの夢を実現

http://mgkenko.com/

https://www.timberscape.co.jp/

外壁施工に加えサイディング
プレカットにも対応！

全国に展開！ 地産地消の木材を
ワンストップで建築する

●在来工法と2×4工法のどちらの外

壁施工にも対応します。
●高精度・高品質のサイディングプ

レカットシステムにより現場での手

間を大幅に削減いたします。

設　　立 昭和56年12月28日
資 本 金 10百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,079百万円（2021年3月期）
従業員数 17人（2021年3月末現在）
代表者名 髙橋　和也
事 業 所 ［本店］埼玉県八潮市

　　　大曽根６１８番１　

森林は都市を生み、木材が都市を育てる！　～ Timber Dynamism ～
も り
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企業情報

株式会社ハウス・デポ・ジャパン
勝ち残る会社づくり　We Design your Dream 住宅ローンで地元の工務店様を応援します

 

http://housedepotreform.jp/
（ハウスデポ・リフォーム ホームページ）

https://www.heart-system.org/
（ハートシステムポータルサイト）

http://www.housedepot.co.jp/
（ホームページ）

株式会社ハウス・デポ・パートナーズ

事業内容事業内容 ハウス・デポ5本柱

金利が変わらない安心でお得なローンと、住宅取得に役立つ情報のご提供

http://www.housedepot-p.co.jp/

フラット35代理店 株式会社ハウス・デポ・ジャパン

フラット35取次窓口 JKサポートセンター

貸金業登録番号 関東財務局長(2) 第01508号

日本貸金業協会会員 第005893号

  

設　　立 平成12年10月2日
資 本 金 300百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 382百万円（2021年3月期）
従業員数 22人（2021年3月末現在）
代表者名 山内　洋介
事 業 所 東京都江東区新木場

一丁目７番２２号　新木場タワー５階

設　　立 平成19年4月2日
資 本 金 700百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 1,834百万円（2021年3月期）
従業員数 58人（2021年3月末現在）
代表者名 山野　泰弘
事 業 所 東京都中央区日本橋本町一丁目１番８号　

日本橋本町１丁目ビル９階

建材プラットフォーム

分科会

■ハリス受講風景

■カリキュラム

社長会

全国・エリアの社長会、協定工務店会を「建材プラットフォーム」と位
置付け、通常は知ることのできない他社の取り組み、事例を知識とし
て得ることができます。また、分科会を通じて地域・会社の規模を超
えた形での交流の場を提供します。さらに、加盟店の月次報告に基
づき月次分析を実施し、業績の評価・推移をひと目でわかる形にし
た分析表で個別に指導を実施します。デポ・ライブラリーでは、4人
のプロのアドバイザーが人材育成、働き方改革、経営戦略、財務管
理など豊富なプログラムを提供し加盟店の現地研修を行っています。

金融サービス事業
ハウス・デポ・ジャパンは2017年8月よりハウス・デポ・パー
トナーズの正規代理店となりました。これからは加盟店、協定
工務店への金融支援を強化してまいります。

2019年4月にリフォーム技能者育成スクールを開校。現場知
識を持った営業社員の育成や多能工の育成を目的としており、
一週間のカリキュラムで実地研修を行います。

ハウスデポ商店街
加盟店が日々の業務をより快適に、あるいは社員のライフ・スタイ
ルを支援するための福利厚生サービス、資格取得支援、事業者向
けの少額短期保険などのアイテムを提供しています。

ハートシステム
工事の進捗に合わせて建築資金の入出金管理をすることで、安心と信頼
を提供します。住宅完成保証の新しい常識です。また、全国にある加盟
店に、住宅に関する総合窓口として「ハートカウンター」を設置しました。

ハウスデポ リフォーム技能者育成スクール

企業理念　全国津々浦々、家庭の経済的リスク軽減により、より快適な住宅に住める国の実現に貢献すること。

授業内容

EC事業

時　間

0.5日
（4H）

2日
（16H）

2日
（16H）

①営業マナー
②内窓取付け・網戸張替え

③住設機器の取外し・取付け
トイレ・洗面化粧台・エアコン・給湯器

④クロス張替え
⑤タイルフロアー施工
⑥リペア補修
※授業内容は変更する場合もございます。

取り扱いローン
クロスの施工に重きを置いて
研修に参加しました。
ハリスではクロス施工の機材が
揃っており、通常なかなか練
習することのできないクロス
貼りを何度も練習することが
できてよかったです。

INTERRA JAPAN株式会社のEC事業の譲渡を受
け、2021年7月1日をもって、EC事業本部として事
業を行うこととなりました。

～ハウスデポ 
　リフォーム技能者育成スクール～HRIS

ハ リ ス

HRIS（ ハ リ ス ）

快適WEBリフォームローン

最長 35 年　長期固定金利住宅ローン 最長 50 年　長期固定金利住宅ローン

最長 15 年　長期固定金利リフォームローン（提携ローン）工事請負契約金額の最高 80％までつなぎ融資

は株式会社ハウス・デポ・パートナーズと住宅金融支援機構が提携して、
皆様に提供している長期固定金利型住宅ローンです。
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ＪＫスマイル株式会社

株式会社JK CARGO

事業内容
●一般貨物自動車運送事業 ●貨物利用運送事業
●貨物運送取扱事業 ●物流倉庫事業

お客様にとって最良最適な
ビジネスパートナーを目指します

株式会社ジェイケー物流

● 倉庫面積2,262坪！
多種多様な貨物保管に対応

事業内容

●倉庫業、貨物利用運送事業
●梱包資材の販売および梱包作業
●建築資材の販売

北海道の物流基地

全国ネットの的確なオペレーション

輸送部門は全国に広がるネットワークでトレー
ラから軽貨物まで｢安全｣｢確実｣｢迅速｣に御指
定場所へお届けいたします。
倉庫部門は｢保管｣｢荷役｣｢物流提案｣の3PL事
業に対応いたします。

● 流通ニーズに対応した
トータル物流サービスの提供

安全・確実・迅速
●充実した物流ネットワークを活かし、安心・信頼の輸送サービスを提供
●保管・荷役作業・輸送と、物流全体を一括したトータルサービスを提供

設　　立 平成18年7月6日
資 本 金 30百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 251百万円（2021年3月期）
従業員数 11人（2021年3月末現在）
代表者名 北野　明子
事 業 所 東京都江東区新木場

一丁目７番２２号　
新木場タワー８階

設　　立 昭和44年11月14日
資 本 金 35百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 687百万円（2021年3月期）
従業員数 29人（2021年3月末現在）
代表者名 河西　達哉
事 業 所 ［本店］埼玉県八潮市

　　　大曽根２１５６

● 旅行部：魅力あるご旅行プランをご提案。

事業内容

●国内・海外の個人・団体旅行の取り扱い
旅行業登録番号：東京都知事登録旅行番号第2-5796号

● 保険部：各種損害保険、生命保険の
　　　　取り次ぎ

事業内容

●損害保険、生命保険の代理店業

「正直・親切な対応」がモットーの
ＪＫスマイル

設　　立 昭和63年3月22日
資 本 金 100百万円（2021年3月末現在）
売 　 上 335百万円（2021年3月期）
従業員数 4人（2021年3月末現在）
代表者名 小坂　光弘
事 業 所 北海道北広島市

大曲工業団地六丁目１番地４

https://jksmile.co.jp/

https://jkcargo.co.jp/

北見信用金庫紋別支店 ［北海道］ 内観

JK木造建築グループ
「快適で豊かな住環境の創造」という企業理念を果たす事業の1つとして、
JK木構造・木質化グループを作り、躯体の構造設計から施工管理まで
のトータルシステムを構築し、柔軟な発想と充実したサービスで木質構造
建築をサポートしています。
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ホテル　サンルーラル大潟「ガーデンケルク」 ［秋田］ 外観北見信用金庫紋別支店 ［北海道］ 外観埼玉工業大学ものづくり研究センター ［埼玉］

（協）オホーツクウッドピア　工場・事務所 ［北海道］ 外観

戸越銀座駅 ［東京］

施工事例

東京ゆりかご幼稚園［東京］

JR秋田駅 待合ラウンジ ［秋田］ Photo by 淺川 敏

南三陸町生涯学習センター　
メインエントランス［宮城］

第一研修室

ベラビスタ　
スパ＆マリーナ
尾道
メインダイニング

「エレキデア」 
［広島］

豊洲
パークレストラン

［東京］

中・大規模木造建築・内外装木質化に必要な、全ての 機能が「JK木造建築グループ」にはあります。 

木造建築を知り尽くした
構造設計事務所
さまざまな金物・工法の中か

ら選択する「適材適所」で経済

コストと強度を実現する構造

設計。また、納材・施工（建方）

までトータルなサポートも可能

です。

最先端の加工技術

３次元加工を実現する最新の

CAD/CAM設備を導入。

中・大規模木造建築などで使

われる中・大断面集成材加工

にも対応可能な最新設備で、

高精度な部材の生産・加工が

可能です。

国内トップクラスの
生産能力
集成材・ＬＶＬの分野では、国

内トップクラスの生産規模を

誇ります。また、供給量が限

られている産地指定材や認証

材にも、柔軟に対応できます。

木質内外装建材が充実

住宅用をはじめ、公共建築、

社寺などにも対応可能なあら

ゆる木質内装建材を取り扱っ

ています。また、屋外建築物

で使われるデッキ材などさま

ざまな木質外装建材も取り揃

えています。

全国どこでも対応可能な
ネットワーク
私たちJK木造建築グループ

は、材料の生産・加工・構造

設計・躯体の納材・施工（建方）・

内外装建材などを、グループ

およびネットワークを駆使し

て、日本全国で対応しています。

中・大規模木造建築に
特化した施工体制
最近では数こそ増えてきまし

たが、中 ・大規模木造建築は

まだまだ少なく、それに対応

できる施工会社が少ないのも

実情です。私たちは、これま

で木造建築に特化してきた為、

施工体制も万全です。
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〔木構造・木質化事業〕

〔環境対応ビジネス〕

環 境 に貢 献する木 質 構 造 建 築 の 流 れ

ＪＫ木造建築グループは、構造設計から木質構造躯体の供給、プレカット、建方、内装木質化の資材供給および

施工までをトータルにサポートするJKホールディングスグループの機能です。

物林

●木質構造体の構造設計

●構造用集成材・CLTの製造
（協同組合オホーツクウッドピア）

●構造用集成材の加工
（北海道プレカットセンター株式会社）

●木質構造体の販売

●木質構造体の施工

●CLT加工・販売・施工

●環境・景観

ジャパン建材

●木質構造体の構造設計

●木質構造体の販売

●木質構造体の施工

●CLT加工・販売・施工

キーテック

●構造用LVL製造

●内装用LVL製造

●LVLパネル製造

●各種合板製造

ティンバラム

●構造用集成材の設計

●構造用集成材の製造

●構造用集成材の加工

●木質構造体の施工（建方）

日本パネフォーム

●２×４住宅用建築資材の
加工及び販売  

プレックコンポーネント

●２×４工法による建築の
設計、積算及び施工

●２×４住宅用建築資材の
加工及び販売

JKホールディングスグループでは合板をはじめとする木質系建材を主力商品として取り扱っているため、木材や

木質系建材などの森林資源を活用した循環型社会を構築する事が、温室効果ガスの削減や地球環境の保全にも

貢献できると考えています。守るべき自然林の保護と持続可能な木材調達を継続していくために、当社では「JK

ホールディングスグループ木材調達基本方針」を定め、方針の実行についてはジャパン建材㈱をはじめとするグルー

プ各社で森林認証制度であるFSC®のCoC認証、及びSGEC/PEFCのCoC認証を取得し、トレーサビリティ (生産・

流通履歴の追跡)が明確な環境配慮型商品を全国のお客様にお届けします。

森　林 森林資源 製　品

生 産 加 工

主伐材

LVL・集成材植　林

間伐材

CO2吸収

光合成

木造建築

銘林

●木質内・外装建材の販売

●和風建築内装建材の販売

ティンバースケープ

●建設事業

●パークマネジメント事業

JK
木造建築
グループ

建 築

商　　　　号

英 文 社 名 ＪＫ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｃｏ.,Ｌｔｄ.

本　　　　社 〒136-8405　東京都江東区新木場一丁目７番２２号　新木場タワー

 ＴＥＬ：03-5534-3800（代）　ＦＡＸ：03-5534-3835

創　　　　業 昭和12年10月

設　　　　立 昭和24年2月15日

資 　 本 　 金 3,195百万円

売上高（連結） 343,254百万円（2021年３月期）

総 　 資 　 産 206,288百万円（2021年３月期）

従 業 員 数 191名／ 3,201名（グループ全体）（2021年３月末現在）

取 引 銀 行 みずほ銀行　三井住友銀行　商工組合中央金庫　りそな銀行　東日本銀行

決 　 算 　 期 3月31日

株 式 上 場 東京証券取引所市場第一部（証券コード９８９６）

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.jkhd.co.jp/

会社概要

企　業　情　報

役　　員

沿　　革

代表取締役会長 𠮷田　隆

代表取締役社長 青木　慶一郎

取　　締　　役 小川　明範

取　　締　　役 金子　智昭

取　　締　　役 小柳　龍雄

取　　締　　役 舘崎　和行

取　　締　　役 𠮷田　輝

取 締 役（社外） 田中　秀明

取 締 役（社外） 谷内　豊

監　　査　　役 太田　孝三

監　　査　　役 田端　裕和

監 査 役（社外） 小林　慎一

監 査 役（社外） 松田　昭博

平成10年10月 ㈱丸𠮷（東証二部）と興国ハウジング㈱（東証二部）が合併し、ジャパン建材㈱へ商号変更

平成13年 ３月期 連結売上高　2,000億円突破　（連結子会社８社）

平成15年 ３月 東京証券取引所市場一部指定

平成16年 ３月 環境管理の国際規格ＩＳＯ14001の認証取得

平成16年 ９月 静岡県伊東市に川奈研修センターを開設

平成17年 ３月期 連結売上高　2,500億円突破　（連結子会社11社）

平成18年10月 純粋持株会社へ移行、ジャパン建材㈱からＪＫホールディングス㈱へ商号変更

平成19年 ９月 新本社ビル（新木場タワー）竣工

平成19年10月 ＮＰＯ法人「木材・合板博物館」（現公益財団法人PHOENIX）設立（新本社ビル内に設置）

平成25年 ３月期 連結売上高　3,000億円突破　（連結子会社28社）

平成29年10月 創業80周年

平成31年 ３月期 連結売上高3,500億円突破（連結子会社39社）
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1000株未満

50万株以上
18,996,996株
59.66％

1,340,095株
4.21％

4,694,762株
14.74％

5万株以上
10万株未満
1,319,424株
4.14％

10万株以上
50万株未満

1万株以上
5万株未満

2,339,368株
7.35％

1000株以上
1万株未満

3,149,371株
9.89％

自己名義株式

個人・その他
11,454,458株
35.98％

2,011,773株
6.32％

3,597,435株
11.30％

その他の国内法人
13,946,545株
43.80％

金融機関

外国法人等
576,669株
1.81％

金融商品取引業者
253,136株
0.80％
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19.2%
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21.0%
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22.0

26.0

28.0

24.0

‘17/３月期 ‘18/３月期 ‘19/３月期 ‘20/３月期 ‘21/３月期

●1株当たりの配当額 ●配当性向

●発行可能株式総数　70,000,000株　●発行済株式の総数　31,840,016株　●株 主 数　8,875名
注１）当社は自己株式2,011,773株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
注２）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

株式の状況（2021年3月期）

所有数別
株式分布
状況

●株式分布状況

所有者別
株式分布
状況

●大株主

吉野石膏株式会社 429万株 14.40%

三井物産株式会社 317万株 10.66%

田　繁 227万株 7.62%

ＳＭＢ建材株式会社 151万株 5.09%

ＪＫホールディングス従業員持株会 135万株 4.55%

伊藤忠建材株式会社 110万株 3.70%

公益財団法人PHOENIX  103万株 3.45%

田　勲   94万株 3.18%

田　隆   71万株 2.40%

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）   56万株 1.89%

株主名 株主名持株数 持株比率 持株数 持株比率

発行：2021年8月発行（Vol.4）
本社：東京都江東区新木場1-7-22
　　　新木場タワー
TEL.03-5534-3800

https://www.jkhd.co.jp/

（単位：円） （単位：％）
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