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素晴らしい『木』の文化を
伝えていきたい
日本で最初につくられた歴史書『日本書記』に

「杉と楠は船を、檜は宮殿を、槇では棺をつくれ」と記されているように、

日本人は古来より木と深く関わり合いながら世界でも珍しい独特の『木』の文化を創ってきました。

そんな日本人が育んできた美意識、伝統的な技術を大切にし、

『木』の美しさと性能をご自分の確かな目で愛情を持ってお選び下さい。

時代の変化と共に自然素材であります『木』の良さが再認識される中、

快適な生活のための安全と健康を第一に考え、地球環境にも配慮しながら、

より優れた資源の調達及び有効活用を心がけてきました。

また情報の収集と分析からの技術開発により、意匠性や加工性を高めて、

これからも美しい空間や癒される室内・個性的なスペース等を演出し、

皆様を笑顔にする製品をご提供し続けたいと考えております。

株式会社 丸松銘木店

代表取締役社長 上 村　　茂
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天然木の美
杉や檜・松等の針葉樹、欅やタモ・楢などの広葉樹、
中杢・笹杢・うづら杢・玉杢・虎杢・糸柾・荒柾等々
さまざまな表情を魅せてくれる天然木。
そんな天然木ならではの「優しい肌ざわり」、
厳しい自然が育んだ「木目の美しさ」、
そして安らぎを与えてくれる柔らかな香りと優れた機能・・・
それらを存分にお愉しみください。

『木づくり』の魅力
木は切られた後も呼吸し続け、生活環境にとって望ましい状態を保ちます。
また、木はその香りが漂う白木の時の美しさから、使い込まれて黒くなり
重厚さが滲み出てくるまで、時間と共に表情を変え、
その時々の美しさを醸し出してくれます。
長くお付き合い出来るのも『木』の魅力の一つでしょう。

天然木化粧板

天然木複合化粧壁面材「プロナデ」
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会社概要 沿　革

株式会社 丸松銘木店　[Marumatsu Meibokuten co.,Itd.]
〒016ｰ0844 秋田県能代市花園町７ｰ11　TEL (0185)52ｰ5514　FAX (0185)53ｰ4048
〒016ｰ0186 秋田県能代市下野22 1ー8
代表取締役社長 上村 茂　[Shigeru Uemura]
昭和32年８月１日
1,000万円
秋田銀行能代駅前支店
●国土交通大臣認定　第三種ホルムアルデヒド発散建材  MF3ｰ0895
●国土交通大臣認定 規制対象外ホルム発散建材  MFNｰ1551
●合法木材供給事業者認定（全国銘木連合会）  全銘連（秋田）第２号
http://www.akita-marumatu.co.jp/
info@akita-marumatu.co.jp

現相談役上村松吾が上村銘木店として設立
店名を丸松銘木店に変更
自社工場に新築移転
張り天井板の製造を開始
現工場に新築
株式会社丸松銘木店に法人化
第２工場及び製品倉庫を新築
代表取締役の変更。上村茂 就任
不燃認定を受け、ファイヤガード製造販売を開始
天然木化粧合板（低ホルムアルデヒド）ＪＡＳ工場認定取得
国土交通大臣認定第三種ホルムアルデヒド発散建築材料：Ｆ☆☆☆の認定取得
国土交通大臣認定規制対象外ホルムアルデヒド発散建築材料：Ｆ☆☆☆☆の認定取得
全国銘木連合会より合法木材供給事業者の認定取得
日本合板検査会より天然木化粧合板新ＪＡＳ工場認定取得
ＪＡＳ工場認定返還（工場内設備刷新予定に伴い）
工場内設備刷新

昭和32年 ８月
昭和38年 ３月
昭和39年 ８月
昭和43年 ３月
昭和49年 ８月
昭和50年 ７月
平成 ５年10月
平成 ９年11月
平成12年 ５月
平成15年 ８月

平成16年 ８月
平成19年 ８月
平成20年 ８月
平成21年 ２月
平成21年 ４月

受賞歴

昭和32年10月
昭和51年 ９月
昭和61年 ３月
昭和63年10月
平成 ３年11月
平成 ６年10月
平成12年10月
平成16年10月
その他、中小企業庁長官賞、東京都知事賞・大阪府知事賞など各賞受賞

全国銘木展示大会において初入賞
林野庁長官賞を受賞。
林野庁長官賞を受賞。
第32回全国銘木展示大会において、農林水産大臣賞を受賞。
第35回全国銘木展示大会において、林野庁長官賞を受賞。
第38回全国銘木展示大会において、農林水産大臣賞を受賞
第44回全国銘木展示大会において、農林水産大臣賞を受賞
第48回全国銘木展示大会において、農林水産大臣賞を受賞

天然木のツキ板単板を編み込み、全面接着した化粧板

商　　号
本社工場
第二工場
代 表 者
設　　立
資 本 金
取引銀行
許　　可

HPアドレス
E-mailアドレス

安らぎの空間を彩る
■天然木編み込み化粧板「アルマジロ」
■天然木複合化粧壁面材「プロナデ」
■各種天然木化粧板
■防湿シート入り天然木化粧板
■目透かし天井板等の天然木化粧合板天井板
■各種突き板製品
■無垢製品（カウンター材等）
■お茶室・水屋部材
■各種木製品・小物類

ツキ板編み込み化粧板 「ALMAJIRO」
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ツキ板編み込み化粧板

アル マ ジ ロAkita Lumber Marumatsu AJIRO



www.akita-marumatu.co.jp

〒016ー0844 秋田県能代市花園町7－11
TEL（0185）52－5514　TEL（0185）53－4048

厳選した天然木の化粧単板を職人が編み全面接着した、

ツキ板編み込み化粧板『ALMAJIRO』は、伝統的なデザインを

様々な場所にご使用いただける化粧板です。

『ALMAJIRO』は重ね部分も接着されてお
りますので、手の触れる場所でもお気軽に
ご使用いただけます。

触
れる

『ALMAJIRO』は全面接着ですから、どこ
からでも切断や切り抜きなどの加工が簡単
に行えます。

切
れる

『ALMAJIRO』は塗装溶剤に単板が引っ張
られ捲れる心配がなく、容易に色々な表面
塗装が可能です。

塗
れる

『ALMAJIRO』は全面接着ですから、くる
いの生じやすい堅い樹種でも、選ぶことが
出来ます。

選
べる

取扱店

ドア表板に使用
（両面）。
製品完成後に
オイル系自然
塗料を塗布。

壁面の腰板に使用。

矢羽根

市松

ヘリンボーン

亀甲

ダイヤ

ALMAJIRO 編み方の例

使用・加工例 寸法

ツキ板編み込み化粧板

ア ル マ ジ ロAkita Lumber Marumatsu AJIRO

※その他の寸法や合材以外の基材も
　対応しております。
　お気軽にお問い合わせください。

1,820mm × 915mm

2,120mm × 915mm

2,420mm × 1,220mm
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