
ＣＬＴを用いた建築物の一覧（都道府県別）(R4.7.31現在）

都道府県 市町村名
ＣＬＴ利用量

（㎥）

北海道 札幌市 札幌駅前通まちづくり（株） 仮設店舗／ウッド・キオスク・プロジェクト 床・天井、壁 34.8 1 平成27年3月

北海道 札幌市 北海道森林組合連合会 事務所 壁 3.2 2 平成31年4月

北海道 札幌市 林野庁
庁舎「石狩森林管理署簾舞森林事務所」
事務所、車庫

壁及び天井
の一部

8.0 1 令和2年8月

北海道 札幌市 （有）星野仙行 事務所 床 42.1 2 令和3年11月

北海道 札幌市 松原工業（株）
オフィスビル「RM.Bld」
オフィスビル「松原ビル（仮称）」

床 57.7 上10下1 令和2年10月

北海道 札幌市
三菱地所（株）
（ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ）

「ザ・ロイヤルパーク キャンバス札幌大通公園」
（仮称）大通西1丁目計画

8～11階床 473.0 上11下1 令和3年7月

北海道 札幌市 （国大）北海道大学 大学「医学部百年記念館」 階段踏板 0.8 2 令和1年9月

北海道 札幌市 （株）竹中工務店 事務所「北海道地区FMセンター」 床 73.7 2 令和3年11月

北海道 函館市 林野庁 函館地方合同庁舎 0.3 7 令和3年2月

北海道 旭川市 （地独）北海道立総合研究機構 事務所（実験棟）「Hokkaido CLT Pavilion」 床、壁、屋根 階段ＣＬＴ現し 64.3 1 平成31年3月

北海道 旭川市 （株）北海道新聞社
多目的施設
「北海道マイホームセンター旭川北彩都会場イ
ンフォメーションセンター」

天井 10.0 1 令和1年9月

北海道 旭川市 北海道 専修学校「北海道立北の森づくり専門学院」 壁、天井 窓 157.8 2 令和3年2月

北海道 釧路市 環境省 公衆便所「阿寒湖畔園地トイレ」 一部壁 0.6 1 平成30年3月

北海道 釧路市 新太平洋商事（株） 倉庫Ａ棟、Ｂ棟 耐力壁 185.6 1 令和2年9月

北海道 北見市 協同組合オホーツクウッドピア 研修施設 2階床、壁、天井 74.7 2 平成27年3月

北海道 北見市 （株）Ｆ．Ｋ 事務所 壁、屋根 103.2 1 令和1年12月

北海道 北見市 るべしべ分煙推進協議会 分煙ブース「woody　booth　06」 床、壁、天井 カウンター兼イス 4.9 1 令和2年4月

北海道 北見市 るべしべ分煙推進協議会 分煙ブース「woody　booth　03」 床、壁、天井 カウンター兼イス 2.6 1 令和2年4月

北海道 北見市 三九開発（株） 事務所「アミキットベース」 床、壁、天井 109.6 1 令和3年3月

北海道 北見市 三九開発（株） 展示場/事務所「アミキットベース」 床、壁、天井 121.8 1 令和3年3月

パネル工法
（構造材）

部分利用
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内装等
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所在地
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年月
用途
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CLTの使い方
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北海道 北見市 北見市 集会施設集会施設「北見市留辺蘂住民交流センター」 内装・天井・カウンター 18.7 1 令和3年3月

北海道 北見市 北見市 自転車置場集会施設「北見市留辺蘂住民交流センター」 屋根下地 7.8 1 令和3年3月

北海道 稚内市 林野庁 庁舎「宗谷森林管理署」 2.4 2 平成29年12月

北海道 士別市 （株）イトイグループホールディングス 事務所「イトイホールディングス社屋」 壁、２階床、屋根 段板、机天板 244.4 2 令和2年2月

北海道 名寄市 法務省 宿舎（名寄法務総合庁舎） 壁 3.5 2 平成30年11月

北海道 千歳市 医療法人 診療所 耐力壁 42.2 2 令和2年11月

北海道 北斗市 北海道 集会施設（道営住宅集会所） 床、壁、天井 8.2 1 平成29年7月

北海道 当別町 北海道 避難小屋「神居尻山避難小屋」 壁、屋根 10.1 1 令和2年7月

北海道 知内町 知内町 研修宿泊施設「地域産業担い手センター」 壁 51.7 3 平成30年3月

北海道 仁木町 林野庁
庁舎「石狩森林管理署銀山森林事務所」
事務所、車庫

壁及び天井
の一部

4.9 1 令和1年12月

北海道 当麻町 当麻町 役場庁舎 屋根下地面 4.0 2 平成30年11月

北海道 上川町 環境省 避難小屋「白雲岳避難小屋」 壁、床、天井 32.0 2 令和2年9月

北海道 置戸町 置戸町 集会施設「境野公民館」 壁 8.0 1 平成31年3月

北海道 遠軽町 国土交通省 道の駅「しらたき」授乳室 天井 1.3 1 令和3年2月

北海道 白老町 （有）北海道種鶏農場 店舗（レストラン等）「マザーズ＋」 床・天井 37.0 2 令和2年2月

北海道 白老町 国土交通省 公園施設「国立民族共生公園広場上屋A」 壁、天井 15.4 1 令和2年3月

北海道 白老町 国土交通省 公園施設「国立民族共生公園広場上屋Ｃ」 壁、天井 9.2 1 令和2年3月

北海道 白老町 国土交通省 公園施設「国立民族共生公園バス停留所上屋」 屋根、壁 6.7 1 令和3年3月

北海道 足寄町 足寄町 介護施設「認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ２」 壁 5.3 1 平成31年3月

北海道 足寄町 足寄町 保育所・集会施設「芽登集落センター」 屋根、壁 158.0 1 令和2年3月

青森県 青森市 国立療養所松丘保養園 社会交流会館 壁 0.8 1 平成30年3月

青森県 六戸町 「個人」 住宅 壁・床・屋根 25.3 1 令和4年5月

青森県 中泊町 林野庁
庁舎「森林技術・支援センター、
津軽森林管理署金木支署中里森林事務
所」

階段踏面・一
部壁

1.0 2 令和3年5月
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青森県 東北町 東北町 社会教育施設 壁 7.8 1 平成30年1月

岩手県 盛岡市 （株）北州 店舗併用事務所 ２階床 29.7 2 平成27年9月

岩手県 大船渡市 （株）三栄工業所 事務所 壁、屋根 階段 126.1 3 令和3年8月

岩手県 花巻市 農林水産省東北農政局 事務所「豊沢ダム管理事務所」 壁、屋根 120.8 2 令和3年2月

岩手県 二戸市 岩手県 学校（福岡工業高等学校校舎） 階段壁面 4.2 2 令和3年3月

岩手県 紫波町 林野庁 庁舎「盛岡森林管理署紫波森林事務所」 壁 5.4 1 令和2年10月

岩手県 矢巾町 岩手医科大学付属病院 やはばなかよし保育園 壁 4.5 1 平成30年12月

岩手県 雫石町 （株）エスト商事
事務所「（株）アクール工業事務所」
事務所「（仮称）とうきゅう第９ビル」

壁 2.2 1 令和1年9月

岩手県 住田町 住田町 大船渡消防署住田分署 1～2階天井 階段踏板 35.5 2 平成30年3月

岩手県 住田町 けせんプレカット事業協同組合 共同住宅「けせんプレカット事業協同組合集合住宅」 壁 壁 68.2 2 令和2年6月

岩手県 九戸村 岩手県 学校（伊保内高等学校校舎） 床・天井 252.5 2 令和3年9月

宮城県 仙台市 宮城県CLT等普及推進協議会 「東北大学 建築CLTモデル実証棟」 床、壁、屋根 42.0 1 平成29年12月

宮城県 仙台市 守屋木材（株） 社員寮 2階床・壁 256.0 2 平成30年8月

宮城県 仙台市 （株）コスモスウェブ 事務所（本社社屋） 壁・床 393.0 3 平成30年8月

宮城県 仙台市 三菱地所（株）
共同住宅「PARK WOOD 高森」
（仮称）泉区高森２丁目プロジェクト

4～10階床、
1～5階壁

199.0 10 平成31年2月

宮城県 仙台市 仙台ターミナルビル（株）（宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会） ＣＬＴフレーム＋ベンチ ＣＬＴ展示フレーム 1.1 1 平成31年4月

宮城県 仙台市 JR仙台駅地下街（宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会） ＣＬＴインフォメーションカウンター，ベンチ（４基） カウンター，ベンチ 5.8 2 令和2年3月

宮城県 仙台市 仙台市 仙臺緑彩館 耐力壁 調査中 1 令和4年3月

宮城県 仙台市 みやぎモクまちプロジェクト ＣＬＴベンチ ベンチ 令和2年9月

宮城県 仙台市 宮城優良住宅「在来工法の会」 長屋「東仙台テラスハウス」 床 2.7 2 令和2年11月

宮城県 仙台市 （株）ホーム建材店 「CLTスマートモデューロ」 壁 8.2 1 令和3年3月

宮城県 名取市 仙台国際空港（株）（宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会） ＣＬＴベンチ（４基） ベンチ 5.2 2 平成30年10月

宮城県 名取市 「個人」 住宅 階段，ウッドデッキ 2.6 2 令和3年3月
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宮城県 角田市 仙南中央森林組合 仙南中央森林組合事務所 壁 外構 令和2年10月

宮城県 多賀城市 すてきナイスグループ（株） 事務所 2階床、1・2階壁、屋根 146.0 2 平成29年3月

宮城県 登米市 東日本急行バス（株）（宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会） 「とよま明治村」バス時刻表付ＣＬＴベンチ ベンチ 0.2 1 平成30年7月

宮城県 大崎市 大崎市 クラブハウス（パークゴルフ場） 壁 非耐力壁・洗面台 54.4 1 令和1年10月

宮城県 大崎市 大崎市 鳴子総合支所 壁 144.4 2 令和3年8月

宮城県 富谷市 シネジック（株） 事務所（本社社屋） 壁、天井の一部 壁 60.9 1 平成30年12月

宮城県 富谷市 （株）高勝の家 住宅展示場事務所「WOOD EGG GARDEN SENDAI」 屋根 1 令和2年4月

宮城県 石巻市 石巻地区森林組合 組合事務所 門柱・間仕切壁 5.5 2 令和2年1月

宮城県 蔵王町 （株）リップ
遠刈田温泉商業施設「ZAO PATIO」
「（仮称）蔵王パティオ」

2階床・屋根 60.7 2 令和1年10月

宮城県 松島町 「個人」 住宅 テレビボード 1.3 2 令和3年3月

宮城県 大和町 （学）たちばな学園
「みやの森こども園」
「(仮称)認定こども園みやの森幼稚園」

屋根（軒裏） 136.1 1、2 令和3年12月

宮城県 大衡村 宮城県 宮城県林業技術総合センター 2階床,1・2階壁 屋根・梁・壁 337.7 2 令和3年8月

宮城県 女川町 女川町 運動公園管理棟「女川スタジアム」 2階床 2 令和3年3月

秋田県 秋田市 秋田中央交通（株） バス停留所（改修） 天井、ベンチ 2.0 1 平成28年8月

秋田県 秋田市 タマホーム（株） 事務所（展示場） 壁 2.0 1 平成29年10月

秋田県 秋田市 秋田県 秋田県動物愛護センターワンニャピアあきた 壁・柱 壁・床 30.2 1 平成30年12月

秋田県 秋田市 警察庁 「秋田県警察学校模擬家屋」 耐力壁、床及び屋根下 非耐力壁 22.5 2 令和3年3月

秋田県 秋田市 秋田県 遊歩道橋 床版 1.7 1 平成30年3月

秋田県 秋田市 秋田県 秋田県立野球場「こまちスタジアム」 ベンチ（７基） 0.6 2 令和4年5月

秋田県 能代市 （公大）秋田県立大学木材高度加工研究所県立大学材料加工棟 2階床 9.3 2 平成31年3月

秋田県 能代市 （公大）秋田県立大学木材高度加工研究所県立大学試料保管棟 屋根・壁 31.8 1 平成31年3月

秋田県 大館市 大館市 遊歩道橋 床版 2.4 1 令和2年11月
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秋田県 男鹿市 男鹿市 「アメヤ珈琲」男鹿総合観光案内所店 テーブル、イス、カウン
ター 24.3 1 平成29年4月

秋田県 大仙市 秋田県 農業用橋「大沢橋」 床版 地覆 4.4 1 平成30年3月

秋田県 仙北市 秋田県 林道橋「石倉沢橋」 床版 地覆 5.1 1 平成29年3月

秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村 交流施設「コアニティー」 階段 床 3.0 2 平成30年3月

山形県 鶴岡市 （学）羽黒学園 校舎「羽黒高等学校新校舎」 一部2階床 20.0 3 平成29年3月

山形県 鶴岡市 国土交通省 自転車置場（鶴岡第２地方合同庁舎） 屋根 1.9 1 令和4年7月

山形県 寒河江市 「個人」 住宅 階段、ｶｳﾝﾀｰ 0.9 2 平成27年12月

山形県 白鷹町 白鷹町 しらたか町づくり複合施設 床 150.0 1 平成31年4月

山形県 白鷹町 （社福）白鷹福祉会 特別養護老人ホーム 床 52.0 1 令和2年4月

福島県 福島市 福島県 共同住宅「復興公営住宅北沢又団地」 床、壁、屋根 2,132.8 3 平成31年2月

福島県 福島市 福島市 道の駅ふくしま 壁 6.2 1 令和3年11月

福島県 福島市 福島市 「道の駅ふくしま」内　こども遊び場 壁 1.3 1 令和3年11月

福島県 会津若松市 会津土建（株） 店舗「アドリア北出丸カフェ」 2階床、屋根 48.0 2 平成22年9月

福島県 会津若松市 会津土建（株） 実験棟「エネマネハウス母の家2030」 床、壁 天井 22.9 1 平成26年9月

福島県 会津若松市 会津若松市・（株）AiYUMU 「スマートシティAiCT」（オフィス棟） 外壁（帳壁）・ルーバー 72.3 3 平成31年2月

福島県 会津若松市 会津若松市・（株）AiYUMU 「スマートシティAiCT」（交流棟） 屋根（野地板） 98.5 1 平成31年2月

福島県 郡山市 （一社）郡山美容協会 専修学校「郡山ヘアメイクカレッジ」 壁、屋根 216.3 2 平成29年3月

福島県 郡山市 （医）大島クリニック 診療所「大島クリニック」 2階床、屋根 83.1 2 令和1年9月

福島県 郡山市 新協地水（株） 事務所棟 壁、屋根 47.0 2 令和2年4月

福島県 郡山市 新協地水（株） 倉庫棟 屋根 58.3 1 令和2年4月

福島県 いわき市 福島県 共同住宅「復興公営住宅磐崎団地（北）」 床、壁、屋根 2,295.2 3 平成30年2月

福島県 いわき市 林野庁 庁舎「磐城森林管理署旅人・貝泊合同森林事務所」 天井、壁、外壁の一部 18.0 1 令和4年2月

福島県 須賀川市 （医）社団三成会 介護老人保健施設「南東北春日在宅センター」 床、壁、階段 70.0 3 平成30年2月

福島県 須賀川市 福島県須賀川土木事務所 庁舎「福島県須賀川土木事務所」 屋根 壁 11.6 2 令和2年3月
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福島県 下郷町 林野庁
庁舎
「会津森林管理署湯野上・田島合同森林事務
所」

倉庫等棚 2.0 1 令和4年3月

福島県 南会津町 南会津地方広域市町村圏組合 南会津地方広域市町村圏組合消防本部 床・屋根 354.0 3 令和1年12月

福島県 南会津町 林野庁 庁舎「会津森林管理署南会津支署」 壁 29.3 1 令和4年3月

福島県 湯川村 福島県CLT推進協議会 共同住宅「ネオ・トラッド湯川」 2階床・天井、壁、屋根 184.0 2 平成27年2月

福島県 西郷村 藤田建設工業（株） ホテル「スパ・ホテルあぶくま　新館」 壁、外壁（帳壁） 89.4 4 平成31年1月

福島県 泉崎村 協和木材（株） ＷＯＯＤ．ＡＬＣ実証実験棟 テラス外壁 3.0 2 平成29年5月

福島県 棚倉町 藤田建設工業（株） 藤田建設工業(株)　事務室 壁 10.8 1 平成29年5月

福島県 棚倉町 東白川郡森林組合 東白川郡森林組合 事務所 1.5 2 平成31年1月

福島県 矢祭町 林野庁 庁舎「棚倉森林管理署東舘森林事務所」 壁 1.4 1 令和1年9月

福島県 三春町 三春町 三春町役場新庁舎 2階床 50.0 3 令和3年3月

福島県 広野町 福島県司法書士会 ふたば災害復興支援事務所 壁 7.6 1 平成29年10月

福島県 富岡町 （国研）日本原子力研究開発機構 研究施設 床、階段段板 26.9 2 平成30年3月

福島県 楢葉町 林野庁 庁舎「磐城森林管理署木戸森林事務所」 壁及び天井の一部 3.8 1 平成30年10月

福島県 浪江町 浪江町 屋内遊技場「ふれあいげんきパーク」 壁 68.2 1 令和3年12月

福島県 浪江町 浪江町 倉庫トイレ「みんなのトイレ」 壁、屋根(天井) 37.3 1 令和4年3月

福島県 飯舘村 林野庁 庁舎「磐城森林管理署草野森林事務所」 5.1 1 平成30年9月

茨城県 日立市 日木産業（株） 倉庫 壁、2階床 22.7 2 平成30年3月

茨城県 日立市 （学）茨城キリスト教学園 生協店舗 壁 間仕切壁・カウンター 5.8 1 平成31年2月

茨城県 つくば市 （一社）日本ツーバイフォー建築協会 実験棟「ＨＲＴ－Ｐｒｏｊｅｃｔ６」 2階床 8.0 6 平成28年3月

茨城県 つくば市 （一社）日本CLT協会 実験棟「CoCo CLT」 床、壁、屋根 94.1 2 平成28年3月

茨城県 つくば市 住友林業（株） 筑波研究所 床、天井 235.0 3 令和1年9月

茨城県 鹿嶋市 藤崎建設工業（株） 事務所「CLT鹿嶋貸事務所」 壁、屋根 間仕切壁 88.3 1 平成31年3月
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茨城県 鉾田市 ザ・ロイヤル ゴルフクラブ 整体施術院　「廣戸道場」 階段・腰壁等 10.8 2 平成29年3月

茨城県 守谷市 （株）ジョイフル本田 CLT Tiny ハーフユニット 床、壁、天井 1.6 1 令和4年1月

茨城県 茨城町 西尾レントオール（株） 機械倉庫「茨城機材センター倉庫」 壁 73.6 1 令和3年4月

茨城県 阿見町 大豊建設（株）
事務所「技術研究所」
事務所「（仮称）技術研究所」

壁 12.0 2 令和2年2月

茨城県 境町 境町・（一社）協働プラットフォーム 宿泊施設「ホテルスタンバイリーグさかい」Ｃ棟 壁・床・天井 10.9 1 令和2年12月

栃木県 宇都宮市 （学）開陽舎 小規模保育事業「ひのおか森のナーサリー」 屋根 3.5 2 平成31年2月

栃木県 佐野市 （株）サンテック 倉庫兼事務所 屋根 80.0 2 令和4年7月

栃木県 日光市 林野庁 庁舎「日光森林管理署三依森林事務所」 壁、天井 17.5 1 令和1年9月

栃木県 真岡市 （株）林材木店 製品保管庫 床、壁、天井 130.7 2 平成29年3月

栃木県 那須町 砂川印刷（株） 事務所「砂川印刷本社」 壁、屋根 壁・天井 107.5 1 令和1年8月

栃木県 那珂川町 林野庁 庁舎「塩那森林管理署馬頭森林事務所」 壁、天井 9.4 1 令和1年9月

群馬県 前橋市 六供町自治会 集会所 屋根、壁 16.9 1 平成31年2月

群馬県 前橋市 （学）斉藤学園 こども園「桃瀬幼稚園分園」 屋根 47.2 1 令和3年3月

群馬県 高崎市 榛名神社 倉庫 壁、屋根 41.9 1 平成29年2月

群馬県 伊勢崎市 （社福）松風会 保育所「大林寺保育園」 柱・梁等 建具枠 70.0 2 令和3年3月

群馬県 沼田市 （株）ファミリーマート 店舗（コンビニエンスストア） 壁 14.2 1 令和1年12月

群馬県 館林市 （株）長谷萬 事務室 壁、屋根 30.0 1 平成27年2月

群馬県 館林市 （株）ローソン 店舗「ローソン館林木戸町店」 屋根 53.4 1 平成30年1月

群馬県 渋川市 （株）寺島製材所 倉庫「（株）寺島製作所倉庫棟」 床、壁、天井 44.8 2 平成31年4月

群馬県 上野村 上野村 トイレ・休憩所 外壁 4.0 1 平成29年4月

群馬県 上野村 上野村 川和自然公園・総合案内所 床、屋根 64.0 2 平成30年3月

群馬県 下仁田町 下仁田町 下仁田町交流防災ステーション 壁 壁 6.0 1 平成30年3月

群馬県 東吾妻町 林野庁 庁舎「吾妻森林管理署大戸森林事務所」 床及び壁の一部 6.2 1 令和1年9月

群馬県 みなかみ町 ノルン水上スキー場 事務所（ゲートハウス） 壁、一部屋根 56.0 2 平成27年12月
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埼玉県 さいたま市 （株）マルオカ （株）マルオカ埼玉営業所 壁 1.7 3 令和1年5月

埼玉県 さいたま市 （株）ファジー・アド・オフィス 浦和展示場事務所 壁・床 66.8 3 令和2年10月

埼玉県 さいたま市 近藤建設（株）
「LIFE FIT STUDIO URAWA」
（浦和住宅展示場 Miraizu内）

壁、屋根、床 68.2 3 令和3年1月

埼玉県 川越市 「個人」 調剤薬局「みそら薬局諏訪町店」 壁、屋根 12.2 1 平成31年3月

埼玉県 本庄市 沖電気工業（株） ST-PJ　（工場） 屋根 耐震壁、防火被覆 510.9 3 令和4年4月

埼玉県 熊谷市 イーテクノス（株） 事務所「イ－テクノス熊谷事務所」 床、屋根 89.7 1 令和1年8月

埼玉県 飯能市 飯能商工会議所 事務所「飯能商工会議所会館」 床、梁、柱 26.1 2 令和2年3月

埼玉県 加須市 三井ホームコンポーネント（株） 事務所 床・外壁仕上げ・2階天井 33.4 2 平成28年2月

埼玉県 加須市 AGBものづくりセンター 工場 壁・床 157.1 2 令和3年2月

埼玉県 東松山市 「個人」 事務所 壁・床 99.3 2 令和2年12月

埼玉県 狭山市 大光山　安永寺 安永寺本堂 屋根 12.0 1 平成30年8月

埼玉県 越谷市 ポラスグループ　住宅品質保証（株） 事務所「住宅品質保証（株）本社」 耐力壁 74.7 3 令和2年3月

埼玉県 入間市 「個人」 住宅 2階床、屋根 28.2 2 平成29年2月

埼玉県 和光市 （株）竹中工務店 社員寮「新倉竹友寮」 耐力壁 2.3 5 平成26年12月

埼玉県 桶川市 桶川市 庁舎「桶川市役所庁舎」 2階壁 5.8 5 平成30年2月

埼玉県 ふじみ野市 近藤建設（株） グレイティア上福岡モデル 床、屋根 9.2 2 平成31年4月

埼玉県 ふじみ野市 近藤不動産（株）
コーヒーショップ「スターバックスコーヒーふ
じみ野清見店」

壁 5.0 1 令和4年5月

埼玉県 伊奈町 （株）桧家ホールディングス（現（株）ヒノキヤグループ） モデルハウス「伊奈の家」 2階床、屋上床 27.2 2 平成28年10月

千葉県 市川市 （学）昭和学院 昭和学院小学校 床、壁、屋根 大階段 722.6 2 令和3年11月

千葉県 船橋市 「個人」 共同住宅 壁 80.7 4 令和4年6月

千葉県 松戸市 ポラスガーデンヒルズ（株） 事務所｢ウッドガーデン｣ 壁 3.4 3 平成30年2月

千葉県 佐倉市 西尾レントオール（株） 機械倉庫「東京機械センター倉庫」 壁 76.4 1 令和3年12月

千葉県 東金市 西尾レントオール（株） 機械倉庫「千葉機械センター倉庫」 壁 53.3 1 令和4年3月
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千葉県 柏市 三井不動産（株） 「COOL　ＴＲＥＥ」（2019年9月まで設置） 土台 16.7 1 平成30年7月

千葉県 市原市 西尾レントオール（株） 機械倉庫「関東プラントセンターMM倉庫」 壁 79.0 1 令和4年5月

千葉県 流山市 流山市 流山市立おおぐろの森中学校 床、屋根 外壁、階段 758.5 3 令和4年3月

千葉県 流山市 株式会社MIRATZ ミラッツ流山向小金第二保育園 2 令和4年2月

千葉県 南房総市 （株）匠パートナーズ 倉庫／南房総千倉ＣＬＴ収納庫 床、壁、屋根 11.5 1 平成29年12月

千葉県 南房総市 日本郵便（株） 郵便局舎（丸山郵便局） 壁・屋根 壁・造作 51.0 1 令和4年3月

東京都 千代田区 農林水産省 保育園「農林水産省１号館保育室」 一部壁 0.8 1 平成29年3月

東京都 千代田区 内閣府 中央合同庁舎８号館 展示ｺｰﾅｰ壁・棚 1.3 上15下3 平成29年3月

東京都 千代田区 内閣府 内閣府本府庁舎１階エントランス階段改修 階段（踏面・手摺） 2.3 上6下1 令和2年3月

東京都 千代田区 三菱地所（株）
事務所 「PARK WOOD office iwamotocho」
（仮称）千代田区岩本町3丁目プロジェクト

3～8階床 57.0 8 令和2年3月

東京都 千代田区 （株）日建設計 「COOL TREE LITE」（2020年9月まで設置） 土台 3.7 1 令和2年3月

東京都 千代田区 財務省 本庁舎 内装 0.8 上5下1 令和2年3月

東京都 千代田区 野村不動産（株）
野村不動産大手町北ビル
貸事務所「（仮称）神田錦町一丁目計画」

床 52.6 上10下1 令和3年6月

東京都 千代田区 野村不動産（株） 共同住宅／「プラウド神田駿河台」 12～14階耐震壁 5.9 14 令和3年3月

東京都 千代田区 内閣府 倉庫（国会前庭） 屋根・壁 26.2 1 令和4年3月

東京都 千代田区 日本郵便（株） 郵便局舎（大手町郵便局） 造作 0.5 令和4年6月

東京都 中央区 （公財）東京オリパラ競技大会組織委員会 選手村ビレッジプラザ（2021年11月まで設置） 一部床 62.4 1 令和2年4月

東京都 中央区 三菱地所（株）
展示場「CLT晴海プロジェクト」（2020年9月
まで設置）

梁 235.2 1 令和1年11月

東京都 中央区 CLT晴海プロジェクト　屋内展示棟 展示施設 壁、床、屋根 346.7 2 令和1年9月

東京都 中央区 ヒューリック（株）
HULIC &New GINZA8
（仮称）銀座8丁目開発計画

床、壁 50.0 12 令和3年10月

東京都 中央区 （株）シオン
泉興産第5倉庫１Fスペース
FOODARTS  STUDIO  KACHIDOKI  セミ
ナー棟

壁・床 27.3 2 平成26年5月
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東京都 中央区 平和不動産（株）
事務所・店舗
「KITOKI」
（仮称）兜町85プロジェクト

床 100.0 10 令和3年12月

東京都 新宿区 「個人」 住宅 壁、階段踏板 26.7 3 平成29年3月

東京都 新宿区 三菱地所ホーム 新宿ホームギャラリー 2階床 23.1 2 平成31年4月

東京都 新宿区 （独法）日本スポーツ振興センター 競技施設「国立競技場」 内装、ｻｲﾝﾎﾞｰﾄﾞ 18.7 上5下2 令和1年11月

東京都 新宿区 内閣府 迎賓館赤坂離宮前施設 外部案内板 0.2 上1下1 令和2年3月

東京都 文京区 「個人」 住宅 天井 耐震壁 22.0 2 令和3年1月

東京都 文京区 （株）東京ドーム
東屋「東京ドームシティユニット」
東京ドームシティユニット開発プロジェクト

壁 5.2 1 令和4年1月

東京都 江東区 太陽工業（株） 競技施設「新豊洲Brilliaﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾀｼﾞｱﾑ」 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 56.0 1 平成28年11月

東京都 江東区 （株）竹中工務店
共同住宅「FLATS WOODS 木場」
（仮称）東陽3丁目計画

12階床・屋根下地、
1階～4階壁 55.4 12 令和2年2月

東京都 江東区 （株）日刊木材新聞社 （株）日刊木材新聞社本社社屋 ３階床 20.0 3 令和2年9月

東京都 江東区 （株）第一住宅コーポレーション 保育所「みらいく有明園」 床・壁・庇 12.5 2 令和3年3月

東京都 江東区 大東建託（株） 事務所／「ルーフラッグ」 梁 500.0 4 令和2年3月

東京都 江東区 大東建託（株） 展示建物／「フォルターブ」 壁 100.0 3 令和2年3月

東京都 江東区 パナソニック（株）
パナソニックセンター東京
「AkeruE内　アクアポニックス」

屋内展示施設 1.4 3 令和3年4月

東京都 江東区 （株）竹中工務店 共同住宅／「FLATS WOODS 千石」 床 耐震壁 60.0 3 令和3年3月

東京都 品川区 東京急行電鉄（株） 駅ホーム上屋「東急池上線旗の台駅」 壁 54.0 1 平成30年10月

東京都 目黒区 「個人」
緑ヶ丘2丁目　藤谷ビル
複合ビル「アーブル自由が丘」

床 3 令和4年1月

東京都 大田区 「個人」 共同住宅「リジョイス１０１」 壁・床・屋根 73.4 3 令和4年3月

東京都 世田谷区 マザーロータス（株） 等々力プロジェクト 床 31.7 上2下1 令和2年3月

東京都 渋谷区 （株）エヌ・シー・エヌ Fun to Shareハウス 壁・床・屋根 1 平成26年5月

東京都 渋谷区 （有）シンタニ 店舗併用住宅 床、壁、屋根 38.0 3 平成30年8月
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東京都 渋谷区 「個人」
商業施設ビル／「アレーデ神宮前」
神宮前３丁目プロジェクト

床 24.9 3 平成31年4月

東京都 渋谷区 JR東日本（株） 千駄ヶ谷駅ベンチ、ショーケース 柱化粧、展示スペース、ベンチ 3.6 令和2年6月

東京都 中野区 （社福）青柳保育会 保育所「七海保育園」 床 25.4 3 令和2年11月

東京都 杉並区 (社福)東京家庭学校 児童養護施設「東京家庭学校」 壁 500.0 4 令和4年3月

東京都 北区 文部科学省
体育館等
「ナショナルトレーニングセンター屋内トレーニ
ングセンター・イースト」

非耐力壁 32.1 上6下1 令和1年6月

東京都 北区 (社福)扶助者聖母会 児童養護施設「星美ホーム」 壁 750.0 3 令和3年7月

東京都 豊島区 三菱地所（株） 賃貸住宅 床 15.0 6 令和2年2月

東京都 荒川区 「個人」 住宅 2･3階床、壁、天井 24.0 3 平成31年1月

東京都 荒川区 （株）ティンバラム 机等 机 令和4年1月

東京都 練馬区 財務省 宿舎「石神井公園宿舎」 内装 6.8 3 令和1年12月

東京都 立川市 立川市 柴崎第二学童保育所 床・屋根 令和3年7月

東京都 三鷹市 （学）国際基督教大学 大学体育館 型枠存置仕上げ 8.4 2 平成30年11月

東京都 三鷹市 （仮称）下連雀１丁目プロジェクト 5 令和4年4月

東京都 八王子市 （学）中央大学
中央大学多摩キャンパス学部共通棟
「FOREST GATEWAY CHUO」

3～6階耐震壁
の一部 49.1 6 令和3年2月

東京都 八王子市 （専）日本工学院八王子専門学校
「アーキテクトビルダー・スタジオ(AB
Studio)」
17号館改修工事

ベンチ、カウンター 令和3年10月

東京都 調布市 （学）桐朋学園
桐朋学園大学　仙川キャンパス
「宗次ホール」

ホール棟天井 ホール棟壁 148.0 3 令和3年3月

東京都 町田市 （株）ゼルビア サッカー練習場のクラブハウス 屋根 34.0 2 令和4年1月

東京都 小金井市 住友林業（株）（（国大）東京学芸大学）
東京学芸大学「東４号館」
教育インキュベーションセンター管理棟

床、壁、天井 40.3 2 令和1年6月
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東京都 国分寺市 （社福）森友会 保育所「じゆうな森保育園」 床・建具・枠 13.8 2 令和4年4月

神奈川県 横浜市 大成建設（株） 実験棟（Ｔ－ＷＯＯＤ　ＳＰＡＳＥ） 壁、天井 250.0 2 令和1年12月

神奈川県 横浜市 （株）大林組
「Port Plus」
（仮称）OYプロジェクト計画
自社研修施設

2-9階床
耐力壁（外壁）

屋根
640.0 上11下1 令和4年3月

神奈川県 横浜市 （株）フェニックスホーム 実験棟.CLTを壁・床に利用したログハウス 壁、2階床 不明 39.3 2 令和2年1月

神奈川県 横浜市 オフィス彦根 事務所「ワークプレイス」 壁 3.0 1 平成31年3月

神奈川県 横浜市 （学）神奈川県住宅福祉学園 「竹山幼稚園」 壁 4.5 1 令和1年8月

神奈川県 横浜市 和興通商(株) 寺谷CLT共同住宅 3 平成30年3月

神奈川県 横浜市 （株）アキュラホーム 住宅展示場事務所「キラクノイエ」 壁、屋根 壁 床、天井 30.51 2 平成30年4月

神奈川県 横須賀市 西尾レントオール（株） 機械倉庫「横須賀機械倉庫」 壁 49.0 1 令和3年2月

神奈川県 藤沢市 （学）慶應義塾 実験棟「コエボハウス」 床、壁 天井、ｽﾛｰﾌﾟ 60.6 1 平成26年7月

神奈川県 藤沢市 「個人」 診療所兼住宅「くりばやし整骨院」 ２階床 7.8 2 平成27年5月

神奈川県 藤沢市 （社福）みその 有料老人ホーム「聖アンナの家」 壁 3.1 1 平成31年3月

神奈川県 茅ヶ崎市 （独法）都市再生機構
浜見平団地内附属棟
（自転車置場、防災備蓄倉庫等）

壁、梁、天井 28.5 1 令和2年2月

神奈川県 松田町 松田町 松田小学校 屋根（庇） 7.4 令和4年1月

神奈川県 南足柄市 南足柄市 体育センター更衣棟 屋根 24.8 1 令和4年3月

新潟県 新潟市 ローソン中木戸店 店舗「ローソン中木戸店」 ｲｰﾄｲﾝ壁、ｶｳﾝﾀｰ 0.3 1 平成28年5月

新潟県 新潟市 （株）新潟藤田組 事務所｢本社増築棟｣ 床、屋根 17.0 2 平成29年11月

新潟県 新潟市 大新合板工業（株） 実験棟（倉庫） 壁、屋根 35.8 1 平成30年1月

新潟県 新潟市 三菱ガス化学(株) 工場更衣室 壁、屋根 62.8 1 令和4年5月

新潟県 長岡市 新潟県
研究施設
「農業総合研究所中山間地農業技術セン
ター」

床、壁、屋根 49.8 2 平成29年12月

新潟県 長岡市 志田材木店 パネル工場 壁 70.0 1 令和3年5月
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新潟県 柏崎市 柏崎市 学校「槇原小学校」 屋根、床 49.2 2 令和4年3月

新潟県 村上市 村上市 競技施設「村上市スケートパーク」 間仕切り壁 28.0 2 平成31年3月

新潟県 村上市 林野庁 庁舎「下越森林管理署村上支署」
階段床及び壁の

一部 1.7 2 令和3年2月

新潟県 燕市 一菱金属（株） 事務所・倉庫（TMBプロジェクト） 屋根 61.1 1 令和2年10月

新潟県 妙高市 妙高市 休憩施設「池の平スポーツ広場クラブハウス」 床 42.5 2 平成29年11月

新潟県 上越市 （株）たかだ （株）たかだ　上越営業所 床、屋根 97.8 2 令和1年5月

新潟県 胎内市 新潟県
青少年教育施設
｢県少年自然の家（野外活動支援棟）｣

床、壁、屋根 階段 303.6 2 平成31年3月

新潟県 胎内市 新潟県 青少年教育施設｢県少年自然の家（宿泊棟）｣ 床、壁 303.6 2 平成31年3月

新潟県 阿賀町 林野庁 庁舎「下越森林管理署三川森林事務所」 壁、天井 17.0 1 令和2年12月

新潟県 刈羽村 刈羽村 バス待合所 壁、屋根 12.3 1 平成28年3月

富山県 高岡市 （有）べべ 店舗（ベーカリー）「ＢｅＢｅ」 屋根 9.5 2 令和1年9月

富山県 滑川市 （株）ストローグ 事務所 壁、床 142.0 2 令和4年6月

富山県 滑川市 （株）ストローグ 試験・研究施設 壁、屋根 建具 143.0 1 令和4年6月

富山県 南砺市 コマツNTC（株） 福野工場 新食堂「FK16建屋」 壁 フェンス 5.8 2 平成30年12月

富山県 南砺市 （株）とやま健康生きがいセンター ウイスキー熟成倉庫CLT新築工事 壁 53.0 1 令和4年4月

富山県 射水市 （公大）富山県立大学 富山県立大学学生会館 壁 35.7 2 平成31年3月

富山県 射水市 大阪税関伏木税関支署 車庫 壁 0.2 1 平成30年11月

富山県 射水市 ウッドリンク（株） 事務所 屋根 3.6 2 令和2年10月

石川県 金沢市 石川県 事務所「奥卯辰山健民公園公園センター」 壁、天井 86.2 1 平成30年3月

石川県 金沢市 （株）勝木太郎助商店 事務所 2階床、屋根 59.1 2 令和1年10月

石川県 金沢市 石川県 美術館「国立工芸館」 床 29.4 3 令和1年12月

石川県 金沢市 フルタニランバー（株） 倉庫業を含まない倉庫 屋根 36.7 1 令和3年9月

石川県 金沢市 ダイダン株式会社 ダイダン株式会社　北陸支店 床版 44.3 3 令和4年5月

石川県 小松市 （株）小松製作所 食堂 テラス 26.0 2 平成28年4月
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石川県 小松市 小松市 バス停 壁、屋根 3.2 1 平成29年3月

石川県 小松市 （株）小松製作所 テラス 壁、天井 8.0 1 平成29年4月

石川県 小松市 「企業」 事務所 床 20.0 2 平成29年7月

石川県 小松市 （株）梶谷建設 共同住宅「TIMBERED　TERRACE」 床、壁 120.0 3 平成29年9月

石川県 小松市 （株）小松製作所 事務所間仕切り 間仕切り 1.8 1 平成29年10月

石川県 小松市 （株）小松製作所 車庫 屋根 8.0 1 平成30年3月

石川県 小松市 （株）シモアラ 事務所 2階床、壁 13.4 2 令和1年9月

石川県 小松市 （社福）粟津福祉協会 粟津こども園 上り框・家具 0.3 1 令和2年11月

石川県 加賀市 金沢信用金庫 店舗「金沢信用金庫大聖寺支店」 床、壁、屋根 106.4 2 平成30年6月

石川県 能美市 能美市 JR能美根上（のみねあがり）駅待合室ベンチ ベンチ 0.5 平成30年3月

石川県 能美市 （株）中東 工場 壁 127.0 1 平成30年3月

石川県 能美市 能美市 能美根上スマートインターチェンジモニュメント モニュメント 2.0 平成30年7月

石川県 能美市 （国大）北陸先端科学技術大学院大学 屋内運動場 キャットウォーク 30.0 1 平成30年12月

石川県 能美市 （株）北陸カラーフォーム 工場 屋根 22.6 1 平成31年2月

石川県 能美市 能美市 辰口中央児童館駐輪場 壁、屋根 3.0 平成31年3月

石川県 能美市 （株）中東 試験室兼会議室棟 床、壁、屋根 128.0 2 平成31年4月

石川県 能美市 加賀産業開発（株） 事務所・倉庫「KSKビルNo.7」 壁、屋根、床 47.3 1 令和1年9月

石川県 能美市 能美市 能美市博物館 壁 10.9 令和1年11月

石川県 能美市 （株）中東 工場 壁、梁 171.0 1 令和2年3月

石川県 能美市 （株）中東 （株）中東荷捌き場 屋根 28.3 1 令和2年9月

石川県 能美市 加賀産業開発（株） 共同住宅「R2D2」 床、屋根 54.8 2 令和2年11月

石川県 能美市 （株）光栄 工場（自動車修理工場を除く。荷捌き場） 屋根 21.8 1 令和3年8月

石川県 能美市 能美市 クアハウス九谷 屋根 7.1 令和4年2月

石川県 能美市 (株)日本海開発 塀 塀 8.7 令和4年2月
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石川県 能美市 （株）中東 寺井事務所車庫 壁、屋根 12.6 令和2年1月

石川県 野々市市 （株）ウッドワン 事務所「ウッドワンプラザ金沢」 2階床、小屋床 67.9 2 平成29年7月

福井県 福井市 （国大）福井大学 学校 床、壁、屋根 254.4 2 平成30年12月

福井県 あわら市 （有）竹内農園 農業施設 作業室床 5.0 2 令和3年1月

福井県 坂井市 松栄建設（株） 事務所 床、壁、屋根 119.0 2 平成30年1月

福井県 福井市 松栄建設（株） 松栄建設（株）倉庫 壁、屋根 78.3 1 平成31年4月

福井県 福井市 （株）熊谷組 事務所 床、壁 18.9 4 令和3年7月

福井県 永平寺町 石田屋二左衛門（株） 事務所 壁、屋根 295.0 1 令和2年2月

山梨県 甲府市 山梨県 休憩施設「ＣＬＴ屋外休憩施設・サンシェードテラス」 壁、屋根 51.7 1 平成29年3月

山梨県 甲府市 社会福祉法人山梨立正光生園 児童家庭支援センター 折板屋根 27.8 1 令和4年3月

山梨県 富士吉田市 山梨県 競技施設「富士北麓公園屋内練習走路」 壁、屋根（小屋ﾊﾟﾈﾙ） 301.0 1 平成30年7月

山梨県 大月市 大月市 校舎「大月短期大学校舎」
床の一部（耐
力負担無し）、
内装パネル

11.1 2 平成29年3月

山梨県 大月市 山梨県 特別支援学校「やまびこ支援学校」 内壁 20.6 2 令和1年12月

山梨県 韮崎市 韮崎市 中田屋内運動場 壁 37.0 1 令和2年3月

山梨県 甲斐市 （社福） 泉茅会
短期入所生活介護施設
「めぐみ荘ショートステイセンター 会」

床 18.0 1 令和4年4月

山梨県 山中湖村 （一社）木のいえ一番振興協会 実験住宅「ＣＬＴ　ＨＵＴ」 床、壁、屋根 扉、階段 28.0 2 平成30年2月

山梨県 鳴沢村 株式会社SANU Kawaguchiko1st 管理棟 屋根部分 内壁 7.5 1 令和4年5月

長野県 長野市 （株）MoNOplan 店舗兼事務所「エム・グループ本社ビル」 開口部の方立 7.0 4 平成30年2月

長野県 松本市 JR東日本（株） 駅舎「南松本駅」 天井・壁 53.0 1 令和3年3月

長野県 小諸市 小諸市 市動物園　ペンギン舎・ふれあい休憩所 屋根 37.1 1 令和4年4月

長野県 塩尻市 塩尻市
複合用途
（公民館・支所・図書館・子育て支援施設）
「塩尻市北部交流センター」

壁 壁 26.9 2 令和1年5月
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長野県 箕輪町 箕輪町
「産業支援センターみのわ」
の玄関及び風除室の一部に活用

屋根・壁 5.1 2 平成30年3月

岐阜県 岐阜市 阿部建設（株） 教会敬拝堂 壁、床、屋根、天井 2.9 2 平成30年5月

岐阜県 岐阜市 岐阜県 ぎふ木遊館 壁 2.4 1 令和2年2月

岐阜県 岐阜市 伸和建設（株） 伸和建設（株）　新岐阜店 床、壁 4.1 2 平成31年2月

岐阜県 岐阜市 岐阜県 岐阜県新庁舎 建具方立 33.5 21 令和4年9月

岐阜県 岐阜市 岐阜県 岐阜県議会新議会棟 建具方立 8.9 6 令和4年9月

岐阜県 恵那市 恵那市 恵那市立恵那病院宿舎E棟 壁、床 108.5 2 令和3年3月

岐阜県 中津川市 （株）meet tree 飲食店「meet tree nakatsugawa」・美容室 屋根 カウンター、展示台 22.1 1 令和3年1月

岐阜県 中津川市 杉の子幼稚園 杉の子幼稚園「わかばの橋」 床版 6.5 令和3年8月

岐阜県 瑞浪市 （学）安達学園　中京高等学校 寄宿舎「硬式野球部龍虎寮」 耐力壁 88.7 2 令和3年3月

岐阜県 瑞浪市 （学）安達学園　中京高等学校 寄宿舎「女子寮新築工事」 屋根、壁 72.4 2 令和3年11月

岐阜県 美濃市 岐阜県 森林文化アカデミー林業機械学習棟 天井 3.7 1 平成31年4月

岐阜県 美濃市 岐阜県 森林総合教育センター 屋根 10.0 1 令和2年2月

岐阜県 可児市 （有）ライン工業 LINE　industry 県産材活用新事務所 屋根 4.9 2 平成31年1月

岐阜県 岐南町 「コンビニエンスストア」 店舗（コンビニエンスストア） 壁 5.5 1 平成31年3月

岐阜県 揖斐川町 揖斐川町 揖斐川町立いびがわ図書館 床、壁、天井 389.5 2 令和2年3月

岐阜県 白川町 美濃白川ゴルフ倶楽部
美濃白川ゴルフ倶楽部レストランガーデンテラ
ス
「ミノシラダイニング」

床 14.5 1 平成26年9月

静岡県 静岡市 静岡市
その他（農業用施設　トイレ及び休憩室）
「（仮称）静岡市葵区牧ヶ谷計画」

床、壁、屋根 9.4 1 令和4年3月

静岡県 浜松市 遠州信用金庫中島支店 店舗「遠州信用金庫中島支店」 一部壁 0.1 1 平成28年9月

静岡県 浜松市 日本エコシステム（株） 実験棟（事務所） 壁、屋根 40.0 1 平成30年2月
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静岡県 浜松市 須山建設（株） 共同住宅「ＣＬＴホワイトロジング」 床、壁 31.9 2 平成30年2月

静岡県 浜松市 静岡県 トイレ「県立森林公園中央トイレ」 壁 5.8 1 令和2年3月

静岡県 浜松市 （株）アラン 社屋「アランショールーム＆モデルルーム」 床、壁、屋根 32.1 2 平成31年2月

静岡県 磐田市 静岡県 キャノピー「県立農林環境専門職大学」 壁 18.8 1 令和3年3月

静岡県 沼津市 （株）加藤工務店 事務所 床、壁 76.9 2 平成29年5月

静岡県 島田市 「個人」 事務所兼住宅 壁・屋根 14.9 2 令和2年4月

静岡県 清水町 （株）西田工務店 事務所 床・壁・階段板 80.8 3 平成31年3月

静岡県 清水町 （株）西田工務店 倉庫 2階床、壁、屋根 75.1 2 令和1年12月

静岡県 富士市 大本静岡 集会施設「大本静岡分苑」 壁 22.9 1 平成28年4月

静岡県 磐田市 浜松いわた信用金庫香りのまち支店 店舗「浜松いわた信用金庫香りのまち支店」 壁、階段板 11.0 2 平成29年11月

静岡県 袋井市 （株）佐野 事務所 壁、床 9.9 3 令和2年1月

静岡県 湖西市 （社福）双樹会 保育所「(仮称)希望の杜保育園」 腰壁 5.2 2 令和4年4月

静岡県 函南町 「個人」 住宅 床 18.1 上1下1 平成29年12月

愛知県 名古屋市 阿部建設（株） 住宅展示場「手しごとの家」 2階床、外壁耐力壁 野地板（2階天井） 11.8 2 平成28年3月

愛知県 名古屋市 阿部建設（株） 事務所 壁 2.0 1 平成28年3月

愛知県 名古屋市 愛知県 展示施設【H28展示後解体】 壁 1.7 2 平成28年6月

愛知県 名古屋市 （有）タマディックホールディングス 事務所「(株)タマディック名古屋ビル」 床、柱型 536.9 上8下1 令和3年11月

愛知県 名古屋市 （株）アサヒファシリティズ 共同住宅「アサヒファシリティズ山門町社宅」 床、壁、屋根 150.0 3 平成31年2月

愛知県 名古屋市  材惣DMBホールディングス（株） 事務所「ザイソウ正木ビル」（旧「濱木屋ビル」） 一部壁 天井、壁 40.0 3 平成31年3月

愛知県 名古屋市 中電不動産（株） 名古屋港ワイルドフラワーガーデン　COOL TREE（R3.3に撤去） 床 令和1年7月

愛知県 名古屋市 ヒノキブン（株） モデルハウス「ヒノキブン名駅北展示場」 一部床 天井、壁 16.6 3 令和2年3月

愛知県 名古屋市 清水建設（株）名古屋支店
「アネシス茶屋ヶ坂」
茶屋ヶ坂アパート建替計画

1～4階 壁 型枠存置仕上 63.3 4 令和2年2月

愛知県 名古屋市 ライクアカデミー（株） にじいろ保育園　梅が丘 屋根 69.7 1 令和2年3月
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愛知県 名古屋市 （国大）東海国立大学機構　名古屋大学 交通誘導員詰所 壁 壁 4.0 1 平成31年2月

愛知県 豊橋市 トヨタネ（株） トヨタネ研究農場 床・壁・屋根 13.9 2 令和2年4月

愛知県 半田市 （学）日本福祉大学 半田キャンパス実験庫「CLTシェルターコテージ」 壁 1 令和3年2月

愛知県 岡崎市 （社福）景山会 保育所「みなみ保育園」
額縁

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
0.6 1 令和2年12月

愛知県 安城市 （社福）あおぞらにこにこ福祉会 幼保連携型認定こども園「スマイリーこども園さとまち」 1 令和4年6月

愛知県 西尾市 スズキ＆アソシエイツ（株） スズキ＆アソシエイツ（株） 社屋 床・壁・屋根 59.1 2 令和2年5月

愛知県 大府市 社会福祉法人長福会 グループホームデイパーク大府 階段手摺側の天板 1.0 2 平成30年2月

愛知県 知多市 （株）江真コンサルティング 事務所「（株）江真コンサルティング事務所」 壁、床、屋根 33.6 2 令和3年11月

愛知県 尾張旭市 愛知県 森林公園案内所 壁 45.0 1 平成30年12月

愛知県 大口町 （株）東海木材相互市場 （株）東海木材相互市場　大口市場事所　浜問屋棟 床、屋根 40.6 2 令和1年6月

愛知県 大口町 （株）東海木材相互市場 （株）東海木材相互市場　大口市場事所　本社棟 床、屋根 30.4 2 令和1年6月

愛知県 武豊町 （NPO）ほがらか企画 児童福祉施設「農福連携施設」 耐力壁 14.9 1 令和3年4月

三重県 津市 （社福）すぎのこ福祉会 幼保連携型認定こども園「すぎのこ保育園」 建具枠、巾木、見切り 7.0 2 平成31年3月

三重県 伊勢市 （株）ゴーリキアイランド 事務所 非耐力壁 21.0 1 平成27年1月

三重県 伊勢市 「個人」 住宅 壁・床(非構造) 38.7 2 平成27年12月

三重県 伊勢市 （株）鈴工 作業スペース 壁 1、2 平成29年7月

三重県 伊勢市 （学）八木学園 専修学校「英心専門学校」新校舎 床、壁 102.0 2 平成31年3月

三重県 伊勢市 （株）ゴーリキアイランド Goriki Studio Project 壁 73.2 3 令和2年3月

三重県 松阪市 「個人」 堀坂山の舎 壁・屋根 18.2 2 令和2年2月

三重県 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市市役所本庁舎 耐震壁 23.0 改修 令和3年2月

三重県 鳥羽市 （有）幸洋荘 宿泊施設「季さらOneness」 壁・屋根 137.0 1 令和4年2月

三重県 いなべ市 （株）Mask コインランドリー・店舗併設 屋根 13.0 1 令和2年3月

三重県 明和町 なかむら建設（株） 事務所 壁 15.2 1 平成30年7月
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三重県 明和町 なかむら建設（株） なかむら建設（株）倉庫 壁 13.4 1 令和2年3月

三重県 玉城町 （有）桜の里 老人福祉施設「桜の里」 床・屋根 5.6 1 令和2年12月

滋賀県 大津市 滋賀県 ＣＬＴベンチ ベンチ 平成29年2月

滋賀県 大津市 滋賀県森林組合連合会 事務所「滋賀県林業会館」 一部壁 2 令和3年4月

滋賀県 彦根市ほか 滋賀県県産材流通室 ＣＬＴベンチ（移設再利用） ベンチ 1.2 令和5年2月

滋賀県 甲賀市 （株）三東工業社 事務所「三東工業社信楽本店」、ベンチ 床、壁、屋根 ベンチ 95.2 1 平成29年1月

滋賀県 甲賀市 滋賀県 研究施設「滋賀県薬業技術振興センター」 一部壁 6.4 1 平成30年3月

滋賀県 甲賀市 滋賀県 試験場「信楽窯業技術試験場（本館）」 一部壁 9.5 2 令和4年6月

滋賀県 甲賀市 滋賀県 試験場「信楽窯業技術試験場（別館棟）」 一部壁 14.0 1 令和4年6月

滋賀県 甲賀市 甲賀市 庁舎「甲賀市信楽地域市民センター」 屋根、壁面 87.1 2 令和2年2月

滋賀県 甲賀市 甲賀市 ＣＬＴベンチ ベンチ 平成29年2月

滋賀県 甲賀市 第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会 お野立所、休憩所、ベンチ 床、壁面 23.7 1 令和4年5月

滋賀県 甲賀市 甲賀市 休憩所（移設再利用） 壁・天井 2.4 1 令和5年3月

滋賀県 栗東市 （株）日本サラブレッドコミュニティクラブ TCC 厩舎棟 壁、屋根 69.5 1 平成31年4月

滋賀県 東近江市 東近江市 幼児園「東近江市立永源寺もみじ幼児園」 壁面 290.0 1 令和2年3月

滋賀県 東近江市 第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会 休憩所（移設再利用） 壁・天井・床 3.3 1 令和4年7月

滋賀県 栗東市 栗東市農業協同組合 金融「ＪＡ栗東市金勝支店」 壁面 4.0 1 令和2年3月

京都府 京都市 京都市（交通局） バス停（清水通南行バス停） 壁面（壁柱） 2.4 1 平成26年4月

京都府 京都市 警察庁 庁舎等附帯施設（警備派出所） 一部壁 0.1 1 平成30年2月

京都府 京都市 タクミ建設（株） レンタルスペース「C＆K．T．B」 倉庫壁 7.3 4 平成30年3月

京都府 京都市 「個人」 宿泊施設「ゲストハウス有隣舎・森の家」 階段 1.6 4 平成30年3月

京都府 京都市 （有）服部　齊 料理屋「京料理齊阿うん」 床 4.8 3 平成31年2月

京都府 京都市 「個人」 店舗「レストラン・イルチリエージョ」併用住宅 壁 5.5 2 令和2年3月

京都府 京都市 （株）今西電気商会 店舗「MONO MONO CAFE」 デッキ 1.5 2 令和2年2月



ＣＬＴを用いた建築物の一覧（都道府県別）(R4.7.31現在）

都道府県 市町村名
ＣＬＴ利用量

（㎥）
パネル工法
（構造材）

部分利用
（構造材）

内装等
（非構造材）

所在地

施主名 階数
竣工（予定）

年月
用途

（「　」は固有名称）

CLTの使い方

京都府 京都市 （社福）径（こみち）福祉会 障害福祉施設「LA-GOM」 屋根・壁・床 110.0 2 令和3年3月

京都府 京都市 （特非）ステイウィズ
作業場付きグループホーム
「ウィズホーム西院」

壁 1.8 3 令和4年2月

京都府 京都市 （社福)向陵会
障がい者向けグループホーム
「ジョイフル上鳥羽」

壁・床 70.0 2 令和4年3月

京都府 京都市 大和リース（株）
店舗
京都大宮交通公園内カフェ「NITAY CAFÉ」

壁 11.8 1 令和4年3月

京都府 宇治市 京都府 研究施設「京都府茶業研究所本館」 屋根 144.0 1 平成29年11月

京都府 城陽市 （社福）城陽福祉会 グループホーム「ひだまり鍜治塚」 壁・床 110.0 2 令和4年3月

京都府 長岡京市 （社福）京都明星社会福祉会 保育所「井ノ内保育園」 床、壁 71.0 2 平成29年7月

京都府 京丹後市 「個人」 美容院「Totti」 床・屋根 5.4 2 令和2年9月

京都府 久御山町 久御山町 子ども園「久御山町立とうずみこども園」 壁 50.8 1 令和1年12月

大阪府 大阪市 西尾レントオール（株） 展示棟「夢洲木造パビリオン」 壁 76.0 1 令和4年1月

大阪府 大阪市 OM4特定目的会社 堂島公園観光トイレ 壁、屋根 1 令和3年9月

大阪府 堺市 （株）尾内商事 店舗「KFC堺百舌鳥店」 壁、屋根 23.0 1 平成29年3月

大阪府 堺市 （仮称）(社福)萬年会
幼保連携型認定こども園「黒土こども園たあと
る」
「（仮称）黒土こども園」

床・腰壁 150.0 2 令和4年4月

大阪府 吹田市 （NPO）ライフサポートりぼん デイサービス施設 壁、屋根 27.2 2 平成27年12月

大阪府 吹田市 三菱地所ホーム 千里ホームギャラリー 2階床 27.6 2 平成30年11月

大阪府 吹田市 （一社）日本CLT 協会 CLT 遮音実験棟 新築工事 床、壁、屋根 ＣＬＴ現し、階段踏み板 80.0 2 令和2年2月

大阪府 吹田市 吹田市 まちなかリビング北千里 屋根 190.0 2 令和4年7月

大阪府 岸和田市 （株）HIGASHINO （株）HIGASHINO事務所 床・壁 35.7 2 令和2年2月

大阪府 泉佐野市 NSW株式会社 カフェ店舗の運営「SON CAFÉ（サンカフェ）」 屋根 床 内装材 7.3 2 令和4年10月

大阪府 東大阪市 （社福）公共社会福祉事業協会 保育所「たかいだ保育園」 内装材 0.1 3 令和4年4月



ＣＬＴを用いた建築物の一覧（都道府県別）(R4.7.31現在）

都道府県 市町村名
ＣＬＴ利用量

（㎥）
パネル工法
（構造材）

部分利用
（構造材）

内装等
（非構造材）

所在地

施主名 階数
竣工（予定）

年月
用途

（「　」は固有名称）

CLTの使い方

兵庫県 神戸市 兵庫県・三菱倉庫（株）神戸支店 バス休憩所 壁、天井、ﾍﾞﾝﾁ 1.6 1 平成28年3月

兵庫県 神戸市 （有）エヌツー 店舗「ＣＬＴcafé」 屋根 テーブル、サイン 22.5 1 平成28年4月

兵庫県 神戸市 兵庫県森林組合連合会 事務所「兵庫県林業会館」 床、耐力壁 間仕切壁 225.0 5 平成31年1月

兵庫県 神戸市 国土交通省 車庫「国営明石海峡公園神戸地区」 屋根、壁 6.5 1 平成31年3月

兵庫県 神戸市 国土交通省 倉庫「国営明石海峡公園神戸地区」 壁 0.4 1 平成31年3月

兵庫県 神戸市 神戸市 公衆トイレ「六甲山最高峰トイレ」 屋根 73.6 1 令和3年3月

兵庫県 神戸市 神戸市 消防署「西消防署西神南出張所」 壁 143.7 2 令和3年11月

兵庫県 神戸市 神戸市 学校「ありの台小学校」 天井横架材 15.2 1 令和4年3月

兵庫県 神戸市 （株）こうべ未来都市機構 庁舎「西区役所」 車寄せ天井仕上材 10.9 6 令和3年12月

兵庫県 西宮市 西宮商工会議所 事務所 壁・床 8.5 4 令和4年2月

兵庫県 加古川市 ライフデザイン・カバヤ（株） ABCハウジング加古川住宅公園展示場

兵庫県 尼崎市 （株）タクマ タクマビル新館（研修センター） 1～6階壁 2～6階　跳出し床 ＣＬＴ現し1～6階壁 281.8 6 令和2年10月

兵庫県 尼崎市 山口電気工事（株） 事務所「山口電気工事　新社屋」 床,壁 天井 56.4 3 令和3年7月

兵庫県 川西市 （株）竹中工務店 竹中研修所匠 床、屋根、壁 430.0 3 平成30年2月

兵庫県 川西市 門田建設（株） 事務所「新社屋」 壁、床 15.5 2 令和3年8月

兵庫県 小野市 （株）カコテクノス 事務所 床 18.6 2 令和4年1月

兵庫県 丹波市 荻野建設（株） 事務所「オーケングループ社屋」 壁・床 183.2 2 令和3年7月

兵庫県 宍粟市 兵庫県 森林林業技術センター「木材乾燥舎」 屋根、壁 28.5 1 平成31年3月

兵庫県 加東市 兵庫県 県立農林水産技術総合センター「酒米研究交流館」 床 30.6 2 平成31年3月

奈良県 奈良市 （社福）ぷろぼの 障害者福祉施設「ぷろぽの福祉ビル」 2～5階壁 137.8 5 平成28年7月

奈良県 天理市 西尾レントオール（株）
機械倉庫「関西機械C木造モジュール倉
庫」

壁 74.5 1 令和3年5月

奈良県 御所市 甲村木材（株） 事務所「Modellazione Legno PJ」 床・壁、屋根 階段 53.4 2 令和3年12月

奈良県 葛城市 （NPO）アクト 児童福祉施設 床、壁 71.3 2 令和3年3月

和歌山県 上富田町 上富田町 公民館「岩田公民館」 壁・屋根 209.1 1 令和1年7月
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和歌山県 有田川町 有田川バイオマス（株） 事務所棟・予備品倉庫 壁 31.0 令和4年3月

鳥取県 鳥取市 鳥取県 鳥取県林業試験場屋内試験棟 耐力壁 0.0 1 平成30年2月

鳥取県 鳥取市 環境省 博物展示施設「鳥取砂丘ビジターセンター」 野地板 24.4 2 平成30年7月

鳥取県 鳥取市 鳥取県 鳥取砂丘駐車場公衆便所 天井仕上げ 6.1 1 平成30年9月

鳥取県 鳥取市 鳥取県 「高速道路交通警察隊庁舎」 カウンター 0.1 2 平成31年3月

鳥取県 鳥取市 「個人」 住宅 天井材 6.0 2 平成31年3月

鳥取県 鳥取市 鳥取県 保育所等「鳥取県立中央病院外来棟（改修）」 壁・床 0.5 2 令和1年12月

鳥取県 鳥取市 日ノ丸産業（株） 事務所「日ノ丸産業本社社屋」 床、屋根 268.8 4 令和3年8月

鳥取県 鳥取市 「個人」 住宅 床 2.0 2 令和3年6月

鳥取県 鳥取市 鳥取県 とっとり林業技術訓練センター全天候型実習施設 3.0 1 令和4年4月

鳥取県 鳥取市 ひといろ（株） 就労継続支援Ｂ型事業所「ワークサポートひといろ」 家具 2.1 2 令和4年2月

鳥取県 米子市 鳥取県 住宅、事務所「米子警察署福市駐在所」 屋根庇、階段 0.9 1、2 平成27年2月

鳥取県 米子市 サンイン・フーズ（株） しんこうサンインフーズ（株）倉庫 屋根 23.3 1 令和2年3月

鳥取県 米子市 淀江どんぐりこども園 幼保連携型認定こども園 家具等 1.3 1 令和4年2月

鳥取県 米子市 「個人」 住宅 ２階床 カウンター 1.7 2 令和2年3月

鳥取県 米子市 「個人」 住宅 ２階床 1.7 2 令和2年9月

鳥取県 米子市 (NPO)ひまわり倶楽部 おもちゃ屋SUN 家具等 3.8 3 令和4年1月

鳥取県 倉吉市 鳥取県 駐輪場「倉吉東高等学校駐輪場」 壁 2.9 1 平成24年6月

鳥取県 境港市 鳥取県 住宅「県営住宅余子団地」 床 20.1 1、2 平成26年3月

鳥取県 境港市 鳥取県 住宅「県営住宅余子団地」 床 22.5 1、2 平成27年12月

鳥取県 境港市 (株)ミヨシ産業 境港市済生会病院　PCR検査場　寄贈 UNIT 壁 3.5 1 令和2年6月

鳥取県 智頭町 智頭町 ちえの森ちづ図書館 棚等 8.3 1 令和2年11月

鳥取県 大山町 大山プレカット協業組合 休憩舎 壁、野地板 5.5 1 平成30年3月

鳥取県 南部町 鳥取県 お野立所「第64回全国植樹祭お野立所」 壁 1.4 1 平成25年4月
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鳥取県 南部町 南部町 「南部町立すみれこども園」 棚等 3.8 1 平成27年3月

鳥取県 南部町 「個人」 住宅 耐力壁 5.0 2 平成30年11月

鳥取県 南部町 南部町 図書館（兼）複合施設「キナルなんぶ」 壁 29.8 2 令和3年3月

鳥取県 南部町 （株）ミヨシ産業 ＣＬＴ加工工場事務所 UNIT、屋根 28.5 1 令和4年3月

鳥取県 伯耆町 「個人」 住宅 0.2 2 令和2年6月

鳥取県 日南町 日南町 「福栄地域振興センター」 壁 0.6 1 平成31年3月

鳥取県 日野町 鳥取県 事務所「鳥取県西部総合事務所日野振興センター庁舎」 床（OAフロア） 45.9 4 平成15年3月

鳥取県 江府町 江府町 新庁舎 腰壁 0.2 2 令和2年9月

島根県 松江市 「個人」 住宅（耐震補強） 耐震壁 1.0 3 平成29年2月

島根県 出雲市 （株）シーエスエー 事務所「（株）シーエスエー社屋」 屋根 30.8 1 令和3年3月

島根県 出雲市 （社福）あい來福祉会 保育所「かなで保育園」 梁 4.0 1 令和4年2月

島根県 出雲市 認定こども園　光幼保園 軒先 16.3 2 令和2年5月

島根県 海士町 海士町
宿泊施設「Ento」
海士町ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施
設

床、壁、天井
ＣＬＴ現し（一部

使用）
436.7

上2下
1

令和3年5月

島根県 海士町 隠岐神社外苑改修工事 壁、天井 14.0 1 令和3年10月

岡山県 岡山市 岡山市 東山斎場駐車場トイレ 壁 0.3 1 平成29年2月

岡山県 岡山市 岡山市 北長瀬未来ふれあい総合公園屋外便所 天井材、間仕切壁等 8.0 1 平成29年6月

岡山県 岡山市 （株）アサノ 倉庫 壁、屋根 128.0 1 平成29年7月

岡山県 岡山市 東和ハイシステム（株） 研修宿泊施設「ＴＨＳセミナーハウス」 2～3階床、壁、天井、屋根 棚、ﾃｰﾌﾞﾙ等 329.9 3 平成29年7月

岡山県 岡山市 アイサワ工業（株） 共同住宅「社員寮」 1～3階床、壁、屋根 455.0 3 平成29年11月

岡山県 岡山市 岡山県 集会場「後楽園鶴鳴館」 トイレブース 1.1 2 平成30年3月

岡山県 岡山市 岡山市 認定こども園「岡山市錦認定こども園」 床、壁等 86.7 1 平成30年3月

岡山県 岡山市 岡山県 研修施設「三徳園研修交流館」 内装の一部 9.9 2 平成30年3月

岡山県 岡山市 「個人」 住宅 床、壁、屋根、天井 35.8 2 平成31年1月
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岡山県 岡山市 （公財）石川文化振興財団 宿泊施設「リアムフジ」 梁 内装仕上げ 85.2 2 令和1年9月

岡山県 岡山市 キリンビール（株）岡山工場 工場見学施設 展示壁、ベンチ 7.2 平成31年3月

岡山県 岡山市 日本カバヤ・オハヨーホールディングス【寄贈】 池田動物園入場ゲート 屋根 8.5 1 平成31年4月

岡山県 岡山市 岡山市 市営駅南駐車場待合所 壁、屋根 41.7 1 令和2年3月

岡山県 岡山市 岡山市 岡山市平福コミュニティハウス・南部適応指導教室 床、壁等 141.0 2 令和4年3月

岡山県 岡山市 岡山市 北長瀬未来ふれあい総合公園屋外便所 天井材、間仕切壁等 8.0 1 令和3年9月

岡山県 岡山市 （有）オールドボーイ 展示場「OLD　BOY 野々口ショールーム」 壁、屋根 47.9 1 平成31年3月

岡山県 岡山市 （医）正寿会 音楽練習場 壁、屋根 81.2 1 令和1年5月

岡山県 岡山市 「個人」 事務所兼住宅 床 1.8 2 平成31年3月

岡山県 岡山市 岡山航空（株） 各種学校「パイロット養成学校」 床 9.2 1 令和1年9月

岡山県 岡山市 「個人」 店舗（飲食）「喫茶灯里」 壁・屋根 22.5 1 令和2年3月

岡山県 岡山市 竹久夢二本舗敷島堂（株） 店舗「敷島堂平井店」 屋根 35.4 1 令和2年12月

岡山県 岡山市 （株）大真 保育所、事務所 壁・床・屋根 131.0 2 令和3年10月

岡山県 岡山市 「個人」 診療所「オークスマタニティクリニック」 壁・床 33.7 2 令和3年9月

岡山県 岡山市 岡山県森林組合連合会 事務所 軒庇、内装、飾り柱 4.9 1 令和3年3月

岡山県 岡山市 ライフデザイン・カバヤ（株） 分譲モデルハウス 屋根、壁、床 49.3 3 令和3年4月

岡山県 岡山市 （株）小橋工務店 本社社屋 床、屋根 24.8 2 令和4年5月

岡山県 岡山市 （株）植田板金店 小屋「木庵」 壁、床 5.2 1 令和4年6月

岡山県 岡山市 日本カバヤオハヨーホールディングス(株)
公衆便所
「池田動物園 トイレ改修工事」

屋根 9.9 1 令和4年7月

岡山県 倉敷市 ライフデザイン・カバヤ（株） 住宅展示場 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床下地 5.9 3 平成27年2月

岡山県 倉敷市 ライフデザイン・カバヤ（株） 事務所兼展示場 床・天井、壁 65.5 2 平成28年3月

岡山県 倉敷市 ライフデザイン・カバヤ（株）倉敷支店 事務所 床、屋根、各階耐力壁 139.8 3 平成29年2月

岡山県 倉敷市 ライフデザイン・カバヤ（株） 分譲住宅 床、壁、屋根、天井 27.2 2 平成29年8月

岡山県 倉敷市 倉敷市 市立薗幼稚園 階段室の壁 5.3 1、2 平成29年10月
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岡山県 倉敷市 日本ゼオン（株） 共同住宅「社員寮」 床、壁、屋根、天井 486.0 3 令和1年6月

岡山県 倉敷市 「個人」 コインランドリー 床 3.5 1 令和1年10月

岡山県 倉敷市 中山印刷（株） 工場 屋根・床 44.0 2 令和3年1月

岡山県 倉敷市 （株）丸五 便所 壁・屋根 21.1 1 令和3年10月

岡山県 津山市 ライフデザイン・カバヤ（株）津山営業所 事務所 床・天井、屋根 62.7 1 平成30年5月

岡山県 津山市 法務省 自転車置場（津山拘置支所） 壁、屋根 1.9 1 平成31年3月

岡山県 笠岡市 （社福）天神会 事業所内保育所 壁、屋根 7.7 1 平成31年3月

岡山県 総社市 銘建工業（株）【復興支援による寄贈】 集会所 床、壁、屋根 20.5 1 平成30年9月

岡山県 新見市 新見市 市立新見南認定こども園 アプローチ屋根 2.6 1 平成29年3月

岡山県 新見市
農林水産省中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

事務所「小阪部川ダム管理事務所」 床、壁 80.7 3 平成30年3月

岡山県 備前市 いちけんファーム（株） 店舗「いちけんファームおにぎり屋　穂の蔵」 壁、屋根 テーブル等 32.3 1 平成31年4月

岡山県 真庭市 真庭市 バス停 壁、屋根 2.8 1 平成26年2月

岡山県 真庭市 真庭市 集合住宅「市営ＣＬＴ春日住宅」 床、壁、天井 123.0 3 平成27年3月

岡山県 真庭市 真庭木材事業協同組合 集合住宅 床、壁、屋根 まぐさ 220.0 3 平成27年3月

岡山県 真庭市 （有）サンライズ 宿泊施設「真庭シティホテルサンライズＣＬＴ棟」 2階床、屋根、壁 57.2 2 平成28年3月

岡山県 真庭市 （株）三木工務店 三田分譲住宅 屋根・床 意匠壁、ロフト床 8.1 2 平成28年10月

岡山県 真庭市 真庭市 公衆トイレ・駐輪場「木テラス」 壁、屋根・天井 間仕切、ﾍﾞﾝﾁ、ｻｲﾝ 51.9 1 平成29年3月

岡山県 真庭市 真庭市 保育所「久世保育園、久世第２保育園」 床、壁、天井 55.9 1 平成29年3月

岡山県 真庭市 真庭市 真庭火葬場 壁、軒天 23.1 2 平成29年6月

岡山県 真庭市 真庭市
図書館棟、バイオマスボイラー棟
「真庭市立中央図書館」

壁 間仕切、軒天裏 49.9 3 平成30年3月

岡山県 真庭市 （公財）中国四国酪農大学校 酪農大学校屋外トイレ 壁、屋根 13.8 1 平成30年3月

岡山県 真庭市 真庭市 校舎・屋内運動場「北房小学校」 壁、屋根下地 間仕切 168.6 1、2 平成30年3月

岡山県 真庭市 真庭市 認定こども園「北房こども園」 2階床、壁、屋根 階段 723.9 2 平成30年3月
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岡山県 真庭市 真庭森林組合 事務所 2階床、壁、屋根 家具 277.7 2 平成31年1月

岡山県 真庭市 「個人」 住宅（離れ） 壁、テーブル 3.7 1 平成30年11月

岡山県 真庭市 昭和化学工業（株）岡山工場 事務所 1階壁柱、屋根 外壁、内壁、軒天 29.2 1 令和2年3月

岡山県 真庭市 岡山県森林組合連合会 事務所「勝山支所」 外装等 2.5 1 令和2年3月

岡山県 真庭市 銘建工業（株） 事務所 2階床、壁、屋根、階段 家具 257.1 2 令和1年12月

岡山県 真庭市 「個人」 宿泊施設「森暮らす」 壁 6.6 1 令和3年3月

岡山県 真庭市 真庭市 パビリオン棟 壁 235.0 1 令和3年3月

岡山県 真庭市 真庭市 展示棟 壁、屋根 445.0 2 令和3年3月

岡山県 真庭市 真庭市 サイクリングセンター 壁 16.8 1 令和3年3月

岡山県 真庭市 津山信用金庫 店舗「津山信用金庫勝山支店」 壁、屋根 43.1 1 令和3年4月

岡山県 真庭市 真庭市 米来幼稚園保育室 壁 9.9 1 令和3年3月

岡山県 真庭市 （株）グリーンピア蒜山　ウッドパオ 野外レストラン「ウッドパオ」 壁 1.4 1 令和4年2月

岡山県 真庭市 （株）ノア 店舗、共同住宅「Guadalupe Hiruzen」 床、天井 21.2 2 令和4年2月

岡山県 真庭市 銘建工業（株） 休憩所兼事務所 壁、床、屋根 31.5 1 令和4年3月

岡山県 真庭市 真庭市 そばの館 屋根下地 26.8 1 令和4年7月

岡山県 真庭市 環境省 野営場「蒜山野営場サニタリー棟」 壁 2.2 1、2 令和2年3月

岡山県 美作市 「個人」 住宅 縁側 1.0 2 平成30年4月

岡山県 美作市 （株）英田エンジニアリング 福利厚生施設「健康経営じっせん棟」ジム棟 2階床、壁、天井 家具 164.4 2 令和2年3月

岡山県 美作市 （株）英田エンジニアリング 福利厚生施設「健康経営じっせん棟」食堂棟 壁、床 125.3 1 令和2年3月

岡山県 浅口市 岡山県 駐在所「岡山県警玉島警察署寄島駐在所」 腰壁 0.5 1 平成28年3月

岡山県 浅口市 （有）貝畑建設 事務所 床、壁、屋根 102.1 2 平成30年9月

岡山県 里庄町 三陽機器（株） 共同住宅「社員寮」 床、壁、屋根 92.1 2 平成31年2月

岡山県 里庄町 双葉電気（株） 事務所「西部オフィス」 床、壁、屋根 136.5 2 令和2年3月

岡山県 矢掛町 岡山県 高等学校校舎「岡山県立矢掛高等学校」 床下地 21.2 2 平成28年3月
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岡山県 勝央町 JR西日本コンサルタンツ（株） JR勝間田駅舎 壁、屋根 39.7 1 令和3年2月

岡山県 勝央町 岡山県 林業技術研修施設 壁、屋根 145.1 1 令和3年1月

岡山県 西粟倉村 岡山県 公衆トイレ「道の駅あわくらんど」 壁、屋根 132.2 1 平成30年4月

岡山県 吉備中央町 エヌイーシール（株） 共同住宅「社員寮」 床・天井、屋根 85.5 2 平成30年11月

広島県 広島市 （有）照井構造事務所 事務所兼住宅 床・屋根 33.2 2 平成29年12月

広島県 広島市 （株）ミヨシ産業 事務所「ミヨシ産業広島営業所」 小屋組、柱 11.6 1 令和2年5月

広島県 広島市 （株）ミヨシ産業 倉庫棟「ミヨシ産業広島営業所」 柱、屋根、梁、壁 77.9 1 令和2年5月

広島県 呉市 国土交通省 倉庫 天井・床 8.0 1 令和4年3月

広島県 福山市 ライフデザイン・カバヤ（株） 事務所 床、壁 298.8 3 平成30年4月

広島県 福山市 福山市 学校「福山市立戸手小学校」 渡り廊下屋根野地板 少量 4 令和4年3月

広島県 東広島市 （国大）広島大学 オブジェ「工学部１００周年記念オブジェ」 屋根 4.5 1 令和2年9月

広島県 廿日市市 （株）やまだ屋 料理教室・茶室「早瀬庵」 屋根 24.3 1 平成31年1月

広島県 安芸高田市 （社福）八千代愛児会 保育所「やちよ保育園」 壁 0.0 2 令和4年2月

広島県 安芸太田町 （株）河本組 事務所 壁 6.0 2 令和1年10月

広島県 安芸太田町 （株）河本組 バス停（上本郷バス停） 壁 ベンチ 1.4 1 平成27年3月

広島県 安芸太田町 （株）河本組 バス停（落合バス停） 壁 ベンチ 1.4 1 平成29年7月

広島県 大崎上島町 広島県 学校「広島叡智学園中・高等学校」（2期） 渡り廊下屋根 20.1 令和2年3月

広島県 大崎上島町 広島県 学校「広島叡智学園中・高等学校」（2期） 駐輪場，倉庫屋根 壁 12.2 令和2年3月

広島県 大崎上島町 広島県 学校「広島叡智学園中・高等学校」（2期） 倉庫屋根 壁 39.9 令和2年3月

山口県 下関市 法務省 自転車置場（山口地方検察庁下関支部庁舎） 壁、軒天 1.1 1 令和3年3月

山口県 周南市 山口県 県営住宅集会所（周南県営団地） 内装仕上げ 0.9 1 令和1年9月

山口県 周南市 山口トヨペット（株） 物販店舗（自動車） 屋根 56.4 1 令和1年11月

山口県 萩市 （株）ショウイン 学習塾「松陰塾交友館」 屋根 階段 33.2 2 令和4年2月

山口県 萩市 萩市 公衆浴場「萩田万川温泉センター」 屋根 51.0 1 令和4年3月

1、2
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山口県 防府市 澤田建設（株） 事務所「本社キャンパス」 床・壁 2階床、壁、天井 94.5 2 令和1年10月

山口県 防府市 澤田建設（株） ショールーム「ＫＡＺＡＧＵＲＵＭＡキャンパス」 壁、床、屋根 階段 140.1 2 令和3年3月

山口県 防府市 （学）三田尻学園 誠英高等学校渡り廊下 天井 9.3 1 令和3年1月

山口県 岩国市 山口県東部森林組合 事務所「山口県東部森林組合事務所」 屋根、壁 階段、庇 55.6 一部2階 令和3年4月

山口県 周防大島町 ハレオクラジャパン（同） 宿泊施設「遊心館」別館 屋根 12.1 1 令和4年3月

山口県 和木町 和木町 公衆トイレ（蜂ヶ峯総合公園） 屋根 8.1 1 令和4年2月

徳島県 鳴門市 鳴門市 道の駅「くるくる なると」 屋上独立庇屋根 6.6 2 令和4年3月

徳島県 那賀町 那賀町 那賀町林業ビジネスセンター 梁 12.7 1 平成29年3月

徳島県 藍住町 （株）阿波銀行 店舗「阿波銀行新藍住支店」 CLTｺﾝｸﾘｰﾄ合成床版 51.2 1 令和4年12月

香川県 高松市 （社福）光志福祉会 グループホーム 2階壁、屋根 185.6 2 平成30年1月

香川県 高松市 （株）シンコール 事務所・展示場 床、壁、屋根 188.0 2 平成30年5月

香川県 高松市 「個人」 「松田税理士事務所」 ２Ｆ床 12.8 2 令和1年12月

香川県 高松市 国立療養所大島青松園 解剖台屋根設置工事 半球型屋根 5.5 1 令和4年3月

香川県 高松市 （株）日協堂医療器 事務所「日協堂医療器高松営業所」 屋根、壁、床 30.3 2 令和2年12月

香川県 丸亀市 （有）かたおか 葬祭場「結悠の杜」 屋根、壁 11.7 1 令和2年12月

香川県 丸亀市 ライフデザイン・カバヤ（株） モデルハウス「クラシコ丸亀展示場」 ダイニング・打合せスペース 2.0 2 令和3年7月

香川県 三豊市 （有）石井材木店 事務所 屋根、壁、床 10.0 1 令和2年3月

香川県 三豊市 （社福）笑愛会
幼保連携認定こども園
「スマはぴ保育園丘の上station」

屋根 2.8 2 令和3年8月

香川県 三豊市 「個人」 ホテルまたは旅館、倉庫業を営まない倉庫 壁・床・屋根 84.2 1 令和3年12月

香川県 観音寺市 （社福）光志福祉会 特別養護老人ホーム「ネムの木」 スロープ 32.0 2 平成23年3月

香川県 観音寺市 フレッシュショップトマトチェーン（株） 店舗「フレッシュショップトマト観音寺店」 天井 130.0 2 平成29年3月

香川県 観音寺市 観音寺市 幼稚園「観音寺中央幼稚園」 屋根、天井 127.8 1 平成30年11月

香川県 多度津町 （NPO）ひざし会 ひざし会通所サービス「シルクロード」 屋根 18.2 1 令和1年11月

香川県 多度津町 「個人」 住宅「亀山邸」 屋根、壁、床 21.9 1 令和4年2月
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香川県 まんのう町 国土交通省
公園施設
「国営讃岐まんのう公園中央駐車場休養施
設」

屋根、壁 9.9 1 平成30年12月

香川県 小豆島町 小豆島町 バス停 屋根 3.4 1 令和3年10月

香川県 小豆島町 小豆島町 駐輪場 屋根 1.5 1 令和3年10月

愛媛県 松山市 （株）カネシロ 事務所 2階床、階段、ｴﾚﾍﾞｰﾀｼｬﾌﾄ 43.9 3 平成28年6月

愛媛県 松山市 （株）鶴居商店 倉庫兼展示場 屋根・壁 49.2 1 平成31年3月

愛媛県 松山市 「企業」 店舗 床・壁 42.4 2 令和2年3月

愛媛県 松山市 KOEIエンジニアリング KOEIエンジニアリング事務所 床 19.5 2 平成31年1月

愛媛県 松山市 （株）茶玻瑠 アトリエ・ギャラリー複合施設「H-PROJECT」 天井 24.9 1 令和3年12月

愛媛県 松山市 「企業」 店舗 壁、屋根 11.1 1 令和2年8月

愛媛県 松山市 （一社）愛媛県歯科医師会 「愛媛県歯科医師会館」 壁、階段 ベンチ 35.9 3 令和3年9月

愛媛県 松山市 （株）ヴェラジャパン 事務所棟・加工場 壁、天井、庇 86.5 2 令和3年2月

愛媛県 松山市 （有）山田木材 長屋 壁・床 20.1 2 令和3年11月

愛媛県 松山市 （医）仁和会 その他(研究施設・福利厚生施設) 壁・床・小屋 88.4 2 令和4年2月

愛媛県 松山市 愛媛県 松山東警察署素鵞交番 庇 3.4 2 令和3年9月

愛媛県 今治市 （有）平野商事 平野調剤薬局 床、壁、屋根 101.0 2 平成31年4月

愛媛県 宇和島市 愛媛県 宇和島警察署泉駐在所 屋根、庇 4.5 2 令和3年9月

愛媛県 西条市 西条市 子育て支援施設「ここてらす こまつ」 天井、壁 89.0 1 平成31年3月

愛媛県 西条市 西条市 消防署「西条市西消防署河北出張所」 天井、壁 54.3 1 令和1年8月

愛媛県 西条市 西条市 学校「西条西中学校屋内運動場」 間仕切壁、ベンチ 4.0 2 令和1年12月

愛媛県 大洲市 愛媛県 大洲警察署宿舎 屋根 12.0 2 令和2年3月

愛媛県 大洲市 愛媛県 大洲警察署河辺駐在所 庇 0.3 2 令和3年3月

愛媛県 大洲市 愛媛県 庁舎「大洲庁舎」 間仕切壁 25.5 3 令和3年7月

愛媛県 大洲市 愛媛県 大洲警察署森山駐在所 庇 0.4 2 令和3年9月
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愛媛県 大洲市 （福）肱友会 社会福祉施設「あいわ苑」 屋根 23.4 2 令和4年2月

愛媛県 西予市 西予市 図書館・地域交流センター「まなびあん」 床、壁,、階段、庇 172.0 2 平成31年2月

愛媛県 西予市 愛媛県 西予警察署高山駐在所 屋根、庇 10.5 2 令和3年2月

愛媛県 西予市 西予市 市営住宅「一の瀬団地」 天井、壁、床、軒天 壁 143.2 2 令和4年7月

愛媛県 東温市 （株）サカワ とべ動物園木製ロゴ（看板） 看板 1.3 1 令和3年1月

愛媛県 久万高原町 （株）久万木材市場 事務所 床、壁、屋根 階段、カウンター 81.3 2 令和2年1月

愛媛県 久万高原町 愛媛県 久万高原警察署川瀬駐在所 屋根、庇 7.6 2 令和3年8月

愛媛県 砥部町 （有）上弘 展示施設 壁、床、屋根 20.0 2 令和3年10月

愛媛県 内子町 愛媛県 学校「県立内子高等学校部室」 床、壁、屋根 85.1 2 平成30年1月

愛媛県 松野町 松野町 松野町庁舎・防災拠点施設 壁 76.0 2 令和4年7月

愛媛県 鬼北町 南予森林組合 南予森林組合事務所 床、壁、屋根 階段 146.4 2 令和3年3月

高知県 高知市 高知県市町村総合事務組合 事務所「高知県自治会館」 耐力壁 間仕切壁 39.3 6 平成28年9月

高知県 高知市 高知県 トイレ「高知新港トイレ」 一部壁 3.1 1 平成29年1月

高知県 高知市 とさでん交通（株） バス停「長浜バス停（待合所）」 壁、屋根 壁、天井仕上げ 2.8 1 平成29年3月

高知県 高知市 エスティハウス（有） 商業施設・事務所「ＳＴ柳町Ⅰ」 床、壁、屋根 壁 47.4 3 平成29年6月

高知県 高知市 （社福）ふるさと会 高齢者福祉施設「はるのガーデン」 3～6階壁 319.3 6 平成30年4月

高知県 高知市 （株）トラスト建設 事務所 床 16.7 2 平成30年4月

高知県 高知市 高知県 相談支援機関「心の教育センター」 壁 壁 99.3 2 令和2年6月

高知県 高知市 （学）高知学園 高知学園大学新学部棟 床、壁、屋根 287.4 3 令和2年3月

高知県 高知市 （株）片岡電気工事 カタオカビル 屋根 46.8 2 令和1年8月

高知県 高知市 （株）レ・プリュ 集会施設（結婚式場）「レ・プリュ」 床、屋根 65.4 2 令和3年3月

高知県 高知市 （株）響建設 共同住宅「リーヴァかもべⅡ」 床、壁、庇 113.9 3 令和3年4月

高知県 高知市 （株）グラッツェミーレ 事務所・加工場・飲食店「グラッツェミーレ」 床、壁、屋根 68.1 2 令和3年2月
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高知県 高知市 「個人」 集合住宅「Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｍａｒｉｎｏ」 壁・床・小屋 110.4 2 令和4年2月

高知県 高知市 高知県 木製品（オリパラ再利用）
ベンチ・デジタル

サイネージ等 9.0 令和4年7月

高知県 安芸市 「個人」 診療所（歯科）「安芸やまもと歯科」 壁・床・天井 40.8 2 令和3年11月

高知県 南国市 高知県森林組合連合会 事務所「高知県森連会館」 床、壁、屋根 壁 315.9 2 平成28年3月

高知県 南国市 溝渕林業（株） 倉庫 床 壁 24.5 2 平成30年5月

高知県 南国市 （学）平成学園 認定こども園「ひまわり幼稚園」、放課後児童クラブ 壁、バルコニー床 間仕切り壁 420.0 2 令和3年3月

高知県 南国市 溝渕林業（株） 商業施設「大埇のテナント」 壁、床 43.0 1 令和2年4月

高知県 南国市 「個人」
事務所「Ｙビル」
事務所「（仮称）Ｙビル」

壁、屋根 壁 75.7 1 令和1年9月

高知県 須崎市 （有）Ｕｅｔａ　ＬＡＢＯ 事務所「Ueta LABO」 壁、屋根、床 84.0 2 令和3年9月

高知県 宿毛市 宿毛商銀信用組合 店舗兼事務所「すくも商銀信用組合」 ２階床 内装壁、家具 43.0 2 平成29年6月

高知県 宿毛市 宿毛市 宿毛市役所庁舎 屋根 38.0 4 令和4年3月

高知県 土佐清水市 高知県漁業協同組合　窪津支店 事務所 床、壁 壁 35.2 2 平成28年1月

高知県 土佐清水市 環境省 博物展示施設「竜串ビジターセンター倉庫」 小屋裏 3.0 1 令和2年3月

高知県 四万十市 明星建設（有） 事務所 壁・屋根 32.9 1 令和2年3月

高知県 香南市 香南市 香南市子育て支援センター「にこなん」 屋根 天井仕上げ 100.0 1 平成31年4月

高知県 香南市 香南市 香南市庁舎 壁 81.0 7 令和2年2月

高知県 香美市 高知県 「高知県立林業大学校校舎」 床、壁、屋根 壁、天井仕上げ 161.5 2 平成29年10月

高知県 香南市 香南市 香南市営バス停留所 壁、屋根 2.4 1 令和3年3月

高知県 奈半利町 丸和林業（株） 事務所 壁、屋根 44.9 1 令和2年1月

高知県 安田町 安田町 庁舎「安田町役場」 家具 4.9 3 令和2年6月

高知県 北川村 北川村 宿泊施設「北川村温泉ゆずの宿」 壁、2階床、屋根 壁 404.4 2 平成30年5月

高知県 北川村 北川村 地域コミュニティ施設「小規模多機能施設ゆずの花」 屋根 72.7 1 平成31年3月



ＣＬＴを用いた建築物の一覧（都道府県別）(R4.7.31現在）

都道府県 市町村名
ＣＬＴ利用量

（㎥）
パネル工法
（構造材）

部分利用
（構造材）

内装等
（非構造材）

所在地

施主名 階数
竣工（予定）

年月
用途

（「　」は固有名称）

CLTの使い方

高知県 北川村 林野庁
庁舎
「安芸森林管理署野友・北川・安倉森林事務
所」

壁の一部 1.7 1 令和4年2月

高知県 馬路村 馬路村森林組合 事務所（実験棟）「馬路村森林組合事務所」 2階床、壁 15.5 2 平成29年12月

高知県 本山町 林野庁 庁舎「嶺北森林管理署」 床、壁、屋根 227.5 2 平成31年2月

高知県 本山町 林野庁 車庫倉庫「嶺北森林管理署」 壁、屋根 22.9 1 令和2年1月

高知県 本山町 藤川工務店 ガレージ 屋根 4.0 1 令和4年7月

高知県 大豊町 高知おおとよ製材（株） 社員寮 床、屋根、壁 140.3 3 平成26年3月

高知県 大豊町 大豊町
学校「大豊町立大豊学園」
（「大豊町教育施設」）

壁 342.1 2 令和4年1月

高知県 大豊町 大豊町
学校「大豊町立大豊学園」（オリパラ再利
用）

壁・床 2.1 令和4年3月

高知県 土佐町 合同会社元気村 高齢者福祉施設 床、壁 家具 65.8 2 平成28年5月

高知県 いの町 高知県 集会所｢県営住宅宇治団地｣ 壁、屋根（桁版） 26.9 1 令和2年2月

高知県 仁淀川町 仁淀川町 林業振興センター 屋根 43.0 2 令和4年6月

高知県 佐川町 佐川町 佐川町立龍王公園 壁、屋根 37.4 1 令和4年3月

高知県 津野町 津野町森林組合 事務所（実験棟）「津野町森林組合事務所」 壁、床 98.4 2 平成31年2月

高知県 津野町 津野町 防災拠点施設 外壁 26.8 2 令和2年3月

高知県 津野町 株式会社中成 移動式仮設現場事務所 床、屋根、壁 3.9 1 令和3年12月

高知県 四万十町 高知県
寄宿舎
「農業担い手育成センター長期研修用宿泊施
設」

床、壁 274.1 2 平成28年5月

福岡県 北九州市 （公大）北九州市立大学 北九州市立大学資料室（建築デザイン学科資料室） 壁、天井、屋根 26.8 1 令和2年1月

福岡県 北九州市 （株）采建築社 仮設事務所 床、天井、壁 40.0 1 令和2年7月

福岡県 福岡市 （有）キューベックス 共同住宅「WIL-BU山王」 壁、屋根 94.5 5 平成31年4月

福岡県 福岡市 健康住宅（株） 展示場「木質構造技術者研修センター」 壁 21.2 2 令和2年4月

福岡県 福岡市 （株）采建築社 PCR検査ドライブスルー 床、天井、壁 15.0 1 令和2年4月
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福岡県 福岡市 （株）采建築社 PCR検査ドライブスルー 床、壁 5.0 1 令和2年6月

福岡県 福岡市 「個人」 医院 床、天井、壁 42.43 2 令和3年3月

福岡県 福岡市 （株）アイビック hitマリナ通り住宅展示場ショールーム兼事務所 床、屋根 24.9 2 令和4年4月

福岡県 福岡市 ライフデザイン・カバヤ（株） KBCマイホーム店ふくおか展示場ショールーム 壁 1.4 2 令和3年10月

福岡県 福岡市 （株）プレナス ほっともっと野芥店HottoMotto棟 1 令和4年3月

福岡県 福岡市 （株）重松印刷 重松印刷新築工事 床、壁、屋根 58.3 2 令和4年5月

福岡県 福岡市 クレアプランニング(株) 飲食・物販施設「大濠テラス～八女茶と日本庭園と。～」 軸組み接合部 34.0 2 令和2年7月

福岡県 福岡市 （一社）実践倫理宏正会 事務所「福岡実践倫理会館」 天井、屋根 34.1 4 令和3年12月

福岡県 大牟田市 「個人」 診療所兼住宅 屋根 23.4 1 平成29年3月

福岡県 久留米市 （株）采建築社 コロナ隔離診療所 床、壁 2.5 1 令和2年4月

福岡県 飯塚市 大和興業（株） 事務所「大和ビル新社屋」 壁、床、天井 68.0 3 令和4年6月

福岡県 飯塚市 大和興業（株） 東屋 壁、屋根 15.9 1 平成31年2月

福岡県 大野城市 （社福）洗心会
保育所「こすもすENGLISHプリスクール」
「(仮称)大城こすもすナーサリースクール」 床 腰壁 50.0 2 令和3年3月

福岡県 嘉麻市 （学）安楽寺学園 認定こども園「いなつきれんげ幼稚園」 壁 33.7 2 令和2年2月

福岡県 福岡市 SAI GROUP HOLDINGS（株） 二丈CLT CELL UNIT 床、壁、屋根 28.9 2 令和4年3月

福岡県 糸島市 （株）采建築社 CLT Tiny 六角ユニット 2.9 令和1年6月

福岡県 那珂川市 「個人」 事務所「井上ビル」 床、壁、屋根 階段 180.3 2 平成29年2月

福岡県 那珂川市 （株）筑紫工業 （株）筑紫工業新社屋 床、壁、屋根 階段 266.9 3 令和3年3月

福岡県 那珂川市 （有）ジョイボンド九州 パン屋「ジョイボンド九州社屋」 壁、床、屋根 96.4 2 令和4年6月

福岡県 篠栗町 エフコープ生活協同組合 守衛室 壁、屋根 6.0 1 令和3年10月

福岡県 大刀洗町 (社福)おおぞら会 おおぞら保育園 屋根 20.0 1 令和4年7月

福岡県 赤村 （社福）サミック 社会福祉施設「デイサービスサミック」 床 1.5 1 平成29年1月

佐賀県 佐賀市 松尾建設（株） 事務所「松尾建設（株）本社ビル」 2～5階床 26.8 6 平成30年4月

佐賀県 唐津市 国土交通省 道の駅「厳木」身障者駐車場上屋 屋根(小屋組) 6.7 1 令和2年10月
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佐賀県 唐津市 ＳＡＩグループホールディングス CLT CELL UNIT 天井、床、階段、ﾕﾆｯﾄ躯体 29.4 2 令和4年3月

佐賀県 武雄市 陶芸工房YUKI HAYAMA STUDIO 工房 壁、屋根 155.0 1 平成26年8月

佐賀県 江北町 江北町 公共施設「江北町みんなの公園交流棟」 屋根 446.6 1 令和1年11月

長崎県 佐世保市 ハウステンボス（株） 宿泊施設「変なホテル」第２期棟 壁、床 26.8 2 平成28年2月

長崎県 佐世保市 防衛省 宿舎「相浦地区宿舎」付帯施設（東屋） 柱、梁、野地板 3.3 1 平成30年3月

長崎県 大村市 「個人」 中村ビル新築工事 壁、床、屋根 113.8 2 令和4年3月

長崎県 五島市 （社福）つくし会 保育所「幼徳保育園」 梁・柱 12.0 1 令和4年3月

長崎県 波佐見町 （有）西海園芸 西海園芸フラワーショップ新築工事 梁、屋根 25.4 1 令和4年4月

長崎県 波佐見町 「個人」 店舗併用住宅 壁、屋根 35.3 1 平成29年3月

熊本県 熊本市 真庭市（復興支援による貸与） 集会所 床、壁、天井 19.0 1 平成28年9月

熊本県 熊本市 （国研）森林研究・整備機構 九州支所　共同実験棟 床、壁、屋根 551.0 2 平成30年3月

熊本県 熊本市 JR九州（株） 事務所兼宿泊棟「ＪＲ熊本支社」 壁、屋根の一部 329.5 1 平成30年3月

熊本県 熊本市 熊本県森林組合連合会 事務所「熊本県森林組合連合会事務所」 4.5 2 平成30年11月

熊本県 熊本市 （株）黒岩構造設計事ム所 公衆浴場「神水公衆浴場」 屋根 19.0 2 令和2年7月

熊本県 熊本市 「個人」 多目的広場＋東屋「オモケンパーク」 壁 26.8 1 令和1年5月

熊本県 熊本市 熊本県 林業研究・研修センター　林業技術研修館２号館 玄関庇 1.0 1 令和1年9月

熊本県 八代市 八代市 八代市役所新庁舎 床・天井 1,249.0 上7下1 令和4年1月

熊本県 人吉市 人吉復興コンテナマルシェ 天井、壁、床 21.3 1 令和3年1月

熊本県 合志市 熊本県 専修学校県立農業大学校　研修交流施設 床、壁の一部 壁の一部 178.3 2 平成31年2月

熊本県 合志市 国立療養所菊池恵楓園 社会交流会館 壁 1.0 1 令和2年9月

熊本県 大津町 銘建工業（株）【復興支援による寄贈】 学童保育施設 床、壁、屋根 19.0 1 平成28年9月

熊本県 西原村 銘建工業（株）【復興支援による寄贈】 簡易宿泊施設 床、壁、屋根 21.0 1 平成28年7月

熊本県 甲佐町 甲佐町 集会所 壁 2.6 1 平成31年3月
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熊本県 氷川町 （社福）代医会 介護老人保健施設「八祥苑」 床、壁 546.8 1 平成30年9月

大分県 大分市 （株）大分まちなか倶楽部（出資：大分市他） 案内所「まちなか案内所」【H28.3に撤去】 壁、屋根、床 15.9 1 平成27年4月

大分県 大分市 大分県木材協同組合連合会 大分県木材会館 軒天、腰板 4.3 1 令和3年5月

大分県 別府市 「個人」 店舗併用住宅（新名邸新築工事） 屋根 28.1 1 令和2年10月

大分県 中津市 大分県 東屋 壁、屋根 2.6 1 平成29年3月

大分県 日田市 大分県 バス停「BusStop-0」【H29.3林業研究部に移設】 壁、屋根 5.0 1 平成27年3月

大分県 日田市 大分県 東屋「Arbor-H」 壁、屋根 4.2 1 平成28年3月

大分県 宇佐市 （社福）桂林会　四恩こども園 四恩こども園　子育て支援多目的ホール 天井階床 7.4 1 令和2年4月

大分県 由布市 （有）ロイヤルフーズ 保養所（事務所） 壁、床 50.1 1 令和3年11月

大分県 国東市 周防灘フェリー（株） 竹田津港フェリーターミナル 腰壁、カウンター、イス 2.0 1 平成31年2月

宮崎県 宮崎市 （国大）宮崎大学 「宮崎大学創立330記念交流会館」 トラス梁斜材 36.0 1 平成26年9月

宮崎県 宮崎市 宮崎県 庁舎「防災拠点庁舎」 4～9階壁耐震パネル 118.0 上10下1 令和2年7月

宮崎県 宮崎市 ガーデンベルズ宮崎 アプローチ・ゲート 柱 19.4 令和2年5月

宮崎県 宮崎市 「個人」 「suribachi house」 令和3年10月

宮崎県 宮崎市 「個人」 「each house」 令和4年4月

宮崎県 都城市 宮崎県 バス停ベンチ上屋 壁、屋根 ベンチ 1.0 1 平成28年1月

宮崎県 串間市 ウッドエナジー協同組合 事務所 各階耐力壁 64.0 3 平成28年3月

宮崎県 西都市 林野庁 庁舎「西都児湯森林管理署会議室棟」 壁 7.2 1 平成30年7月

宮崎県 西米良村 西米良村 庁舎 2～3階耐力壁 33.2 4 平成31年3月

宮崎県 三股町 住宅 1 令和3年5月

宮崎県 門川町 （株）日向屋 事務所 床・壁・屋根 108.7 2 令和2年6月

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県 庭球場管理棟「鴨池庭球場管理棟」 壁 5.80 2 平成30年3月

鹿児島県 鹿児島市 （株）七呂建設 事務所兼ショールーム 壁 29.80 2、3 令和元年6月

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県 コワーキングスペース「かごゆいテラス」（オリパラ再利用） ブレストボックス，テーブル 2.31 令和4年3月
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鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県 校舎「鹿児島南高校弓道場射場」 屋根 6.0 1 令和4年3月

鹿児島県 鹿屋市 国立療養所星塚敬愛園 生活支援センター 屋根下地 4.6 1 平成29年5月

鹿児島県 鹿屋市 （社福）まこと福祉会 幼保連携型認定こども園「和光こども園」 壁 10.4 1 平成29年6月

鹿児島県 鹿屋市 山佐木材（株） ＣＬＴ工場棟 壁 14.4 1 平成29年11月

鹿児島県 鹿屋市 （NPO）隣の会 障害者グループホーム 壁 9.9 1 平成30年3月

鹿児島県 鹿屋市 （社福）恵仁会 有料老人ホーム 壁 11.1 1 平成31年3月

鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市 鹿屋市立鹿屋女子高等学校「多目的ホール棟」 壁 56.8 1 令和2年3月

鹿児島県 鹿屋市 （社福）幸伸会 デイサービスセンター等 壁 23.0 2 令和3年3月

鹿児島県 薩摩川内市 遊湯館 道の駅  樋脇「遊湯館」外部庇 屋根 9.0 1 令和2年9月

鹿児島県 曽於市 曽於市 末吉中央公民館 壁，屋根 101.7 1 令和3年3月

鹿児島県 霧島市 （社福）金剛福祉会 認定こども園「牧之原認定こども園」 壁 14.9 1 平成31年3月

鹿児島県 霧島市 （株）心和 地域密着型小規模交流施設 壁 10.2 1 令和2年3月

鹿児島県 霧島市 霧島市 霧島市牧園総合支所 壁 20.8 1 令和3年2月

鹿児島県 霧島市 （医）まほうつ会 イベントホール兼待合室 床 3.7 2 令和3年3月

鹿児島県 霧島市 鹿児島県 倉庫「工業技術センター電波暗室建屋」 屋根 11.5 1 令和4年1月

鹿児島県 姶良市 （株）センチュリーハウス 集合住宅「センチュリーマンション」 床，壁，屋根 213.0 3 平成30年1月

鹿児島県 さつま町 林野庁 庁舎「北薩森林管理署宮之城森林事務所」 玄関靴箱の外周部 0.0 1 令和3年12月

鹿児島県 長島町 長島町 長島町国民健康保険鷹巣診療所 床・屋根 127.6 2 令和2年8月

鹿児島県 湧水町 MEC Industry（株） 管理棟 床・天井 153.0 1 令和4年3月

鹿児島県 湧水町 MEC Industry（株） MOKUWELL HOUSE　湧水ビレッジ　モデルハウス 床・屋根 41.9 1 令和4年4月

鹿児島県 南大隅町 南大隅町 大泊海浜公園多目的交流施設 屋根 59.7 1 令和3年8月

鹿児島県 肝付町 肝付町 社会福祉施設「肝付町福祉会館」 壁 21.8 1 平成29年5月

鹿児島県 肝付町 上野物産（株） 事務所 壁、床、屋根 115.6 2 令和1年8月

鹿児島県 肝付町 「個人」 研修施設 床、壁、屋根 82.0 1 令和1年11月
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鹿児島県 肝付町 山佐木材（株） 実験施設「山佐木材DOL実験棟」 壁・屋根 26.8 1 令和1年10月

鹿児島県 屋久島町 屋久島町 交流施設「フォーラム棟」 壁 0.5 1 平成30年3月

鹿児島県 屋久島町 屋久島町 事務棟 壁 1.5 2 平成31年3月

鹿児島県 屋久島町 （有）千華 「グループホーム鶴と亀」多目的ホール 壁，屋根 32.1 1 令和3年3月

鹿児島県 屋久島町 合同会社レンタルの山下 登山用品のレンタルショップ「レンタルの山下」 屋根 4.2 1 令和4年3月

沖縄県 石垣市 国土交通省 倉庫（石垣航空基地） 床・屋根 6.0 1 令和4年1月

沖縄県 沖縄市 ライフデザイン・カバヤ（株） 分譲住宅 6.2 令和4年2月

沖縄県 沖縄市 ライフデザイン・カバヤ（株） 分譲住宅 7.4 令和4年2月

沖縄県 宮古島市 三菱地所（株） みやこ下地島空港旅客ターミナルビル 壁、屋根 1,517.6 1 平成31年3月

沖縄県 恩納村 （株）グリーンスクール 保育園「子どもの森保育園」 屋根 178.0 1 平成29年12月

沖縄県 北谷町 （社福）稲穂会 保育所「子どもの森」 トイレ窓枠天板 0.0 3 平成31年4月

沖縄県 北谷町 北谷町 浜川小学校放課後児童クラブ 屋根、耐力壁 19.1 1 令和4年3月
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