
「Forest Style ネットワーク」参画団体等一覧

・アイ・エム・アイ株式会社
・株式会社アイキューブ
・有限会社会津管財
・株式会社葵屋
・アサヒグループジャパン株式会社
アサヒの森環境保全事務所

・アジア航測株式会社
・株式会社アトリエデフ
・アロマト株式会社
・株式会社アール・エ北陸
・奄美ソーシャルビジネスオフィス合同会社
・株式会社イーサイドライン
・有限会社一場木工所
・インフォーママーケッツジャパン株式会社
・有限会社エム・アール・ピー
・株式会社エルブスタイル
・おもろいカンパニー合同会社
・カシオ計算機株式会社
・株式会社かどの
・株式会社川崎商店
・株式会社環境ビジネスエージェンシー
・株式会社木曽ツリーワークス
・有限会社きたもっく
・株式会社グリーゼ
・株式会社グリーンドック
・株式会社グロッシー
・ケイ・エイチ・ビー開発株式会社
・国際航業株式会社
・国土防災技術株式会社
・後藤木材株式会社
・榊原商店
・株式会社サカシタペチカ
・株式会社さとゆめ
・株式会社資産対策研究所
・宍粟メイプル株式会社
・株式会社柴田産業
・ジギョナリーカンパニー株式会社
・ジャパン・トラベル株式会社
・合同会社白神アロマ研究所
・真樹フォレスト株式会社

・株式会社スペースキー
・仙台ヘリテージツーリズム株式会社
・ダイエット＆ビューティー
・太陽生命保険株式会社
・株式会社武田林業
・株式会社竹中工務店
・田島山業株式会社
・谷林業株式会社
・有限会社田中栄一建築設計事務所
・ツリーケアサービス木つつき社
・帝人株式会社
・株式会社デザイオ
・東濱植林株式会社
・東武トップツアーズ株式会社
・株式会社トビムシ
・鳥山カフェ
・株式会社那賀ウッド
・株式会社ドリームキッド
・株式会社中沢ヴィレッジ
・株式会社⾧瀬土建（KUGUNO森とリト
リート・スティ構想協議会）
・中西木材株式会社
・株式会社南紀白浜エアポート
・株式会社日本クアオルト研究所
・日本山岳救助機構合同会社
・農林中央金庫
・有限会社パシフィックネットワーク
・株式会社パノニカ
・ビーグッド株式会社
・フィノス株式会社
・日月倶楽部 富士山靜養園
・飛騨五木株式会社
・株式会社百森
・株式会社フォレストノーツ
・株式会社ふもとっぱら
・学校法人フレンド恵学園 浦河フレンド森の
ようちえん
・ホールアース自然学校
・株式会社北海道アルバイト情報社
・マザーウォーター株式会社
・株式会社松阪協働ファーム

民 間 法 人 （１１８ その１）

（50音順）



民 間 法 人 （１１８ その２）

・丸山木材工業株式会社
・ミキハウス子育て総研株式会社
・株式会社めぐみ
・メディコム株式会社
・もりの環(わ)友の会
・株式会社森へ
・株式会社モンベル
・株式会社ヤタロー
・株式会社柳沢林業
・株式会社山共
・株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所
（UDI)
・株式会社リヴァ
・株式会社ワークショップリゾート
・株式会社Anoyama
・株式会社Antribe
・株式会社CO2
・EarthRing
・トヨセット株式会社
・トヨタヴェルブリッツ
・信州地域エネルギー株式会社

・株式会社FiNC Technologies
・forestdital inc.
・HARDWOOD株式会社
・合同会社Hikobayu
・ICHI株式会社
・株式会社JTB
・Laboratory Panacea
・合同会社NINE
・合同会社SCOP
・ONE-Table合同会社
・株式会社Recamp
・株式会社R.project
・株式会社SouGo
・株式会社TRAIL CUTTER
・株式会社TREE
・株式会社Tree to Green
・株式会社Tsuzucle
・WINフロンティア株式会社
・春日温泉観光開発株式会社
・株式会社 森のエネルギー研究所



社団・財団・NPO法人・組合 （８３ その１）

・一般社団法人 上松町観光協会
・特定非営利活動法人 足尾に緑を育てる会
・特定非営利活動法人 足柄丹沢の郷ネットワーク
・一般社団法人 安養寺薪割り倶楽部
・特定非営利活動法人 いぶり自然学校
・一般社団法人 上野村産業情報センター
・一般財団法人 魚沼市地域づくり振興公社
・特定非営利活動法人 エコロジーオンライン
・大阪府森林組合
・一般社団法人 奥三河高原アウトドア協会
・一般社団法人 奥むさし飯能観光協会
・一般財団法人 小田原市事業協会
・加子母森林組合
・一般社団法人 かなぎ元気村
・金沢森林組合
・一般社団法人 嘉麻市観光まちづくり協会
・一般社団法人 かみかつ里山倶楽部
・認定特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼
玉
・一般社団法人 環不知火プランニング
・神流川森林組合
・公益財団法人 キープ協会
・一般社団法人 木曽おんたけ健康ラボ
・北都留森林組合
・一般社団法人 木と住まい研究協会
・特定非営利活動法人 木林乃森を守るネットワー
ク
・特定非営利活動法人 ぎふいび生活楽校
・公益財団法人 京都市森林文化協会
・NPO法人 きらきら星
・公益社団法人 国土緑化推進機構
・特定非営利活動法人 里山会公文名ファイブ
・認定NPO法人 しずおか環境教育研究会(エコエ
デュ)
・一般社団法人 自然エネルギー開発機構
・公益財団法人 しそう森林王国観光協会
・一般社団法人 持続可能な森林フォーラム
・特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協
会
・特定非営利活動法人 白川郷自然共生フォーラ
ム

・一般社団法人 信州いいやま観光局
・特定非営利活動法人 森林セラピーソサエティ
・公益財団法人 森林文化協会
・特定非営利活動法人 森林未来研究所
・一般社団法人 全国森林レクリエーション協会
・一般社団法人 全国農協観光協会
・一般財団法人 全国山の日協議会
・公益社団法人 大日本山林会
・特定非営利活動法人 多摩源流こすげ
・一般財団法人 地域活性化センター
・特定非営利活動法人 地球デザインスクール
・特定非営利活動法人 つれもてネット南紀熊野
・一般社団法人 ときがわ社中
・一般社団法人 ⾧良川カンパニー
・一般社団法人 日本森林インストラクター協会
・一般社団法人 日本森林技術協会
・一般社団法人 日本認知症予防学会
・日本労働者協同組合連合会
・特定非営利活動法人 日本ロングトレイル協会
・NPO法人 博多ミツバチプロジェクト
・一般財団法人 ビオトピア財団
・特定非営利活動法人 人と木
・公益社団法人 福島県森林・林業・緑化協会
・福島県素材生産協同組合
・一般社団法人 マックスエンターテイメント
・三重県森林組合連合会
・一般社団法人 みなかみ町体験旅行
・一般社団法人 南信州まつかわ観光まちづくりセ
ンター
・一般社団法人 みなむすGOHAN PROJECT
・一般社団法人 妙高市グリーン・ツーリズム推進
協議会
・一般社団法人 明和観光商社
・一般社団法人 モックイック木育推進委員会
・特定非営利活動法人 森づくりフォーラム
・一般社団法人 森と未来
・特定非営利活動法人 森のほうかごがっこう
・特定非営利活動法人 モリモル
・一般社団法人 大和森林管理協会
・特定非営利活動法人 やまぼうし自然学校



社団・財団・NPO法人・組合 （８３ その２）

・特定非営利活動法人 よこはま里山研究所
・一般社団法人 ライオンビレッヂ
・一般社団法人 栗東市観光協会
・一般財団法人 林業経済研究所
・一般財団法人 倉渕ふるさと公社

・特定非営利活動法人 C・C・C富良野自然塾
・一般社団法人 CSV開発機構
・特定非営利活動法人 itswellness
・一般社団法人 kikito

森林・山村多面的機能発揮対策 地域協議会 （４５）

・北海道森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・青森県里山再生協議会
・いわて里山再生地域協議会
・宮城県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・秋田の森林活用地域協議会
・公益財団法人 やまがた森林と緑の推進機構
・ふくしま森林・山村多面的機能発揮対策協議会
・茨城県森林保全協議会
・公益社団法人 とちぎ環境・みどり推進機構
・森林・山村多面的機能発揮対策群馬県地域協
議会

・一般財団法人 都市農山漁村交流活性化機構
・千葉県里山林保全整備推進地域協議会
・越後ふるさと里山林協議会
・富山県森林山村多面的機能推進協議会
・いしかわ森林・山村多面的機能発揮対策協議会
・福井県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・一般社団法人 山梨県森林協会
・⾧野地域協議会
・岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・公益財団法人 静岡県グリーンバンク
・森林・山村多面的機能発揮対策愛知県協議会
・三重森林づくりと学びの里地域協議会

・滋賀県地域協議会
・公益社団法人 京都モデルフォレスト協会
・大阪さともり地域協議会
・ひょうご森林林業協同組合連合会
・奈良県林業改良普及協会
・木の国協議会
・公益社団法人 鳥取県緑化推進委員会
・島根森林活用地域協議会
・岡山県森林・山村多面的機能発揮対策協議会
・広島県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・公益財団法人 やまぐち農林振興公社
・徳島森林山村づくり協議会
・かがわ森林・山村多面的機能発揮対策協議会
・公益財団法人 愛媛の森林基金
・公益社団法人 高知県森と緑の会
・福岡県森林組合連合会
・佐賀森林山村対策地域協議会
・⾧崎森林・山村対策協議会
・熊本県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・公益財団法人 森林ネットおおいた
・宮崎県森林・山村多面的機能発揮対策地域協
議会

・公益財団法人 かごしまみどりの基金
・おきなわ森林・山村地域協議会



その他団体 （６３）

・安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会

・あそぼっさ!越前市ハッピープロジェクトチーム

・いこいの森共同事業体

・憩うまちこうみ協議会

・いなか伝承社

・猪之頭振興協議会

・上野原市林業研究会

・上山市温泉クアオルト協議会

・愛媛大学農学部森林環境管理学リカレント

プログラム

・木こり屋ブンブンバウム

・くまむら森林サービス産業創出協議会

・グローバルツーリズム研究所

・小菅村森林活用連絡会

・こどもの森運営委員会

・樵木（こりき）林業研究会

・参伍捌

・笹原観光まちづくり協議会

・鹿留カヌー工房

・静岡県がん患者会「一歩一歩の会」

・静岡県立森林公園森の家

・しなの町Woods-Life Community

・島結-SHIMAYUI-

・造森業・朗健の森

・森林療法実践プロジェクト

・生活研究所

・高尾トレラン部

・たかしま森林セラピー（案内人の会）

・段木の会

・ツリークライミング® ジャパン

・都留の森協議会

・Wonder Challenge Academy

・⾧野県須坂市地域おこし協議会

・とうきょう次世代林業推進協議会

・鳥取森林サービス産業振興協議会

・中房総観光プロモーションセンター

・日光トレイルランニング実行委員会

・温森舎

・寝姿山プロジェクト

・ノーム自然環境教育事務所

・白山麓創生プロジェクト

・フォレストデザイン

・福井県気候療法士会

・プノントイ

・北海道ラーチ

・三ツ口の里山を守る会

・南アルプスマウンテンバイク愛好会

・南三陸森林管理協議会

・木育普及委員会

・茂木町観光協会

・森と源流の郷NEBA協議会

・杜の日

・屋久島ウェルネスツーリズム協会

・山梨大学山岳科学特別教育プログラム

・やまなし森づくりコミッション

・山の上ヨーガ教室

・吉野いやしの会

・龍の里づくり委員会

・Beaver-works

・EZObase

・FORESTREAM

・MIYAMA森の湯治場

・office iDerie
・Tomaru
・TABITAIKENネット



・北海道 水産林務部森林環境局
・北海道 池田町
・北海道 栗山町
・北海道 津別町
・秋田県 大館市

・秋田県 由利本荘市

・山形県 農林水産部森林ノミクス推進課
・山形県 小国町
・山形県 上山市
・山形県 最上町
・福島県 相双農林事務所森林林業部
・福島県 桑折町
・群馬県 環境森林部

・群馬県 上野村

・群馬県 神流町

・群馬県 桐生市黒保根支所地域振興整備課

・埼玉県 農林部森づくり課

・埼玉県 小鹿野町

・埼玉県 北本市

・新潟県 魚沼市

・新潟県 妙高市
・福井県 農林水産部森づくり課
・山梨県 森林環境部

・⾧野県 林務部

・東信州次世代産業振興協議会

・⾧野県 伊那市
・⾧野県 木曽広域連合
・⾧野県 小海町
・⾧野県 南箕輪村
・岐阜県 林政部
・岐阜県 垂井町
・静岡県
・静岡県 浜松市
・愛知県 岡崎市

地方公共団体 （６６）

・愛知県 幸田町
・愛知県 西尾市
・三重県 農林水産部
・三重県 松阪市
・滋賀県 琵琶湖環境部森林政策課
・滋賀県 高島市
・滋賀県 東近江市

・大阪府 千早赤阪村

・兵庫県 宍粟市

・兵庫県 多可町

・奈良県 下北山村

・奈良県 十津川村

・奈良県 吉野町

・和歌山県 農林水産部森林・林業局

林業振興課

・鳥取県 日南町

・島根県 飯南町
・岡山県 鏡野町
・岡山県 西粟倉村

・山口県 ⾧門市

・山口県 萩市

・徳島県 那賀町

・愛媛県 南予地方局森林林業課

・福岡県 農林水産部林業振興課

・福岡県 久留米市田主丸財産区議会

・⾧崎県 農林部林政課
・⾧崎県 西海市
・熊本県 農林水産部森林保全課
・人吉球磨森林サービス産業協議会
・大分県 農林水産部森との共生推進室
・宮崎県 環境森林部山村・木材振興課
・宮崎県 串間市
・日之影町森林セラピー推進協議会



参画団体等 ３９１団体 ※令和５年５月２３日時点

個 人 （１６）

・大塚 生美（森林総合研究所）

・岡田 晋（エコツアーガイド・全国通訳案内士）

・落合 博子（INFOM）

・郡司 聖（東京都立大学）

・後藤 妙子（信濃町森林メディカルトレーナー）

・杉山 真樹（森林総合研究所）

・高山 範理（森林総合研究所）

・田中 伸彦（東海大学観光学部）

・⾧濱 和代（日本経済大学）

・樋熊 悠宇至（森林総合研究所）

・平野 悠一郎（森林総合研究所）

・松浦 俊也（森林総合研究所）

・宮林 茂幸（東京農業大学）

・森田 えみ （森林総合研究所）

・八巻 一成（森林総合研究所）

・吉弘 辰一（久留米市田主丸財産区議会）

※太字の団体は、「健康」「観光」「教育」分野と連携した「森林サービス産業」の創出・推進に向けた意欲のあ
る地方公共団体・地域協議会等を「推進地域」として登録しています。

※下線部の企業・団体は、自社が有する技術やコンテンツで森林サービス産業の創出・推進に取り組む「推進
地域」をサポートしたり、推進地域が提供する森林サービスを利用することで自社の課題解決につなげたりした
い企業・団体で、「パートナー」として登録しています。


