
二酸化炭素固定量
kg-CO2

什-24-1 帝国器材株式会社 打合せテーブル ヒノキ 96.5
什-24-2 帝国器材株式会社 センターテーブル ヒノキ 29.1
什-24-3 帝国器材株式会社 応接テーブル ヒノキ 21.3
什-24-4 帝国器材株式会社 テーブルW700×D700 ヒノキ 15.7
什-24-5 帝国器材株式会社 両袖机 ヒノキ 65.7
什-24-6 帝国器材株式会社 サイドワゴン ヒノキ 23.7
什-24-7 帝国器材株式会社 移動式衝立 ヒノキ 22.0
什-24-8 帝国器材株式会社 キャレルデスク2人用 ヒノキ 35.0
什-24-9 帝国器材株式会社 キャレルデスク4人用 ヒノキ 59.4
什-24-10 帝国器材株式会社 テーブルW1200×D600 ヒノキ 27.8
什-24-11 帝国器材株式会社 テーブルW1800×D600 ヒノキ 37.8
什-24-12 帝国器材株式会社 テーブルW1800×D900 ヒノキ 51.1
什-24-13 帝国器材株式会社 円形テーブルφ1200 ヒノキ 39.4
什-24-14 帝国器材株式会社 傾斜高書架W900 ヒノキ 35.7
什-24-15 帝国器材株式会社 傾斜高書架W1800 ヒノキ 63.9
什-24-16 帝国器材株式会社 両面傾斜高書架W900 ヒノキ 70.5
什-24-17 帝国器材株式会社 両面傾斜高書架W1800 ヒノキ 127.0
什-24-18 帝国器材株式会社 傾斜中書架W900 ヒノキ 26.7
什-24-19 帝国器材株式会社 傾斜中書架W1800 ヒノキ 47.8
什-24-20 帝国器材株式会社 両面傾斜中書架W900 ヒノキ 52.6
什-24-21 帝国器材株式会社 両面傾斜中書架W1800 ヒノキ 94.7
什-24-22 帝国器材株式会社 傾斜低書架W900 ヒノキ 22.3
什-24-23 帝国器材株式会社 傾斜低書架W1800 ヒノキ 40.0
什-24-24 帝国器材株式会社 両面傾斜低書架W900 ヒノキ 44.1
什-24-25 帝国器材株式会社 両面傾斜低書架W1800 ヒノキ 79.0
什-24-26 帝国器材株式会社 傾斜窓下書架W900 ヒノキ 16.9
什-24-27 帝国器材株式会社 傾斜窓下書架W1800 ヒノキ 30.6
什-24-28 帝国器材株式会社 両面傾斜窓下書架W900 ヒノキ 33.4
什-24-29 帝国器材株式会社 両面傾斜窓下書架W1800 ヒノキ 60.3
什-24-30 帝国器材株式会社 直立高書架W900 ヒノキ 34.6
什-24-31 帝国器材株式会社 直立高書架W1800 ヒノキ 61.9
什-24-32 帝国器材株式会社 両面直立高書架W900 ヒノキ 68.0
什-24-33 帝国器材株式会社 両面直立高書架W1800 ヒノキ 122.3
什-24-34 帝国器材株式会社 直立中書架W900 ヒノキ 25.6
什-24-35 帝国器材株式会社 直立中書架W1800 ヒノキ 45.7
什-24-36 帝国器材株式会社 両面直立中書架W900 ヒノキ 50.2
什-24-37 帝国器材株式会社 両面直立中書架W1800 ヒノキ 90.2
什-24-38 帝国器材株式会社 直立低書架W900 ヒノキ 20.7
什-24-39 帝国器材株式会社 直立低書架W1800 ヒノキ 37.1
什-24-40 帝国器材株式会社 両面直立低書架W900 ヒノキ 40.6
什-24-41 帝国器材株式会社 両面直立低書架W1800 ヒノキ 73.1
什-24-42 帝国器材株式会社 直立窓下書架W900 ヒノキ 15.8
什-24-43 帝国器材株式会社 直立窓下書架W1800 ヒノキ 28.5
什-24-44 帝国器材株式会社 両面直立窓下書架W900 ヒノキ 31.0
什-24-45 帝国器材株式会社 両面直立窓下書架W1800 ヒノキ 56.0
什-24-46 協同組合 東京の木で家を造る会 間伐材プランター スギ 11.9
什-24-47 帝国器材株式会社 マガジンラック ヒノキ 13.6
什-24-48 帝国器材株式会社 ベンチ１ ヒノキ 17.5
什-24-49 帝国器材株式会社 ベンチ２ ヒノキ 18.5
什-24-50 帝国器材株式会社 教卓 ヒノキ 25.7
什-24-51 帝国器材株式会社 円形ベンチ ヒノキ 50.7
什-24-52 株式会社イトーキ CHベンチ（スギ） スギ 10.6
什-24-53 株式会社イトーキ CHテーブル（スギ） スギ 16.9
什-24-54 株式会社イトーキ 生徒用デスク（スギ）SDD-1008MG-CC スギ 4.0
什-24-55 株式会社イトーキ 生徒用デスク（スギ）SDR-MT62MG-CC スギ 4.8
什-24-56 株式会社イトーキ 生徒用チェア（スギ） スギ 1.0
什-24-57 株式会社イトーキ CHベンチ（ヒノキ） ヒノキ 13.7
什-24-58 株式会社イトーキ CHテーブル（ヒノキ） ヒノキ 21.9
什-24-59 株式会社イトーキ 生徒用デスク（ヒノキ）SDD-1008MG-CC ヒノキ 5.1
什-24-60 株式会社イトーキ 生徒用デスク（ヒノキ）SDR-MT62MG-CC ヒノキ 6.3
什-24-61 株式会社イトーキ 生徒用チェア（ヒノキ） ヒノキ 1.3

什-24-62 武蔵野市 間伐材プランター
※什-24-46

の購入 1,190

什-25-1 株式会社岡村製作所 テーブル1200W スギ 23.8
什-25-2 株式会社岡村製作所 ベンチ1200W スギ 14.6
什-25-3 株式会社岡村製作所 ブックシェルフ スギ 26.7
什-25-4 株式会社岡村製作所 スクリーン３連 スギ 19.4
什-25-5 株式会社岡村製作所 ローカウンター1500W中間用 スギ 49.4
什-25-6 株式会社岡村製作所 ローカウンター1500W左エンド用 スギ 51.6
什-25-7 株式会社岡村製作所 ローカウンター1500W右エンド用 スギ 51.6
什-25-8 株式会社岡村製作所 ハイカウンター1500W中間用 スギ 46.7
什-25-9 株式会社岡村製作所 ハイカウンター1500W左エンド用 スギ 50.2
什-25-10 株式会社岡村製作所 ハイカウンター1500W右エンド用 スギ 50.2
什-25-11 株式会社岡村製作所 受付型カウンター1500W中間用 スギ 70.5
什-25-12 株式会社岡村製作所 受付型カウンター1500W左エンド用 スギ 72.7
什-25-13 株式会社岡村製作所 受付型カウンター1500W右エンド用 スギ 72.7
什-25-14 帝国器材株式会社 ワークデスクW1200 ヒノキ 33.8
什-25-15 帝国器材株式会社 ワークデスクW1500片袖タイプ ヒノキ 41.8
什-25-16 帝国器材株式会社 ワークキャビネット移動式開扉 ヒノキ 25.1
什-25-17 帝国器材株式会社 ワークキャビネット移動式オープン ヒノキ 25.4
什-25-18 帝国器材株式会社 ワークテーブルW1500 ヒノキ 39.9
什-25-19 帝国器材株式会社 移動式ロッカー収納 ヒノキ 52.9
什-25-20 帝国器材株式会社 移動式両面収納 ヒノキ 65.0
什-25-21 帝国器材株式会社 移動式ボックス収納 ヒノキ 43.5
什-25-22 帝国器材株式会社 移動式書架 ヒノキ 59.2
什-25-23 帝国器材株式会社 移動式用紙整理棚 ヒノキ 84.0

審査番号 申請者 品名 使用樹種



什-25-24 帝国器材株式会社 移動式扉付整理棚 ヒノキ 72.5
什-25-25 帝国器材株式会社 ワークデスクW1000 ヒノキ 30.3
什-25-26 帝国器材株式会社 ワークデスクW1200片袖タイプ ヒノキ 36.5
什-25-27 帝国器材株式会社 サイドワゴン開扉タイプ ヒノキ 23.8
什-25-28 帝国器材株式会社 サイドワゴンオープンタイプ ヒノキ 23.2
什-25-29 帝国器材株式会社 サイドワゴン引出タイプ ヒノキ 23.9
什-25-30 帝国器材株式会社 ロビーベンチ４連 ヒノキ 32.7
什-25-31 帝国器材株式会社 ロビーベンチ３連 ヒノキ 24.0
什-25-32 帝国器材株式会社 ロビーベンチ２連 ヒノキ 17.7
什-25-33 帝国器材株式会社 記載台付雑誌パンフレット架 ヒノキ 55.9
什-26-1 合同会社　多摩の山守 カーボン ストック スツール 「たんくる（杉）」 スギ 12.7
什-26-2 合同会社　多摩の山守 カーボン ストック スツール 「たんくる（桧）」 ヒノキ 13.4
什-27-1 株式会社ナガサワ 衝立布タイプ ヒノキ 9.2
什-27-2 株式会社ナガサワ 衝立板タイプ ヒノキ 4.4
什-27-3 帝国器材株式会社 両袖机　W1800×D850 ヒノキ 81.8
什-27-4 帝国器材株式会社 両袖机　W1700×D850 ヒノキ 79.4
什-27-5 帝国器材株式会社 両袖机　W1700×D700 ヒノキ 68.5
什-27-6 帝国器材株式会社 両袖机　W1600×D700 ヒノキ 69.0
什-27-7 帝国器材株式会社 両袖机　W1500×D700 ヒノキ 66.5
什-27-8 帝国器材株式会社 片袖机　W1100×D700 ヒノキ 53.7
什-27-9 帝国器材株式会社 脇机　D850 ヒノキ 31.1
什-27-10 帝国器材株式会社 脇机　D700 ヒノキ 26.7
什-27-11 帝国器材株式会社 ワードローブ ヒノキ 51.8
什-27-12 帝国器材株式会社 センターテーブル ヒノキ 33.3
什-27-13 帝国器材株式会社 低キャビネット　配線孔付 ヒノキ 36.3
什-27-14 帝国器材株式会社 展示ケース ヒノキ 76.4
什-27-15 帝国器材株式会社 上下キャビネット ヒノキ 69.7
什-27-16 帝国器材株式会社 サイドボード ヒノキ 68.2
什-27-17 帝国器材株式会社 両開き５段書架 ヒノキ 61.1
什-27-18 帝国器材株式会社 両開き３段書架 ヒノキ 50.2
什-27-19 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1940×D900 ヒノキ 64.8
什-27-20 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1800×D900 ヒノキ 50.6
什-27-21 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1800×D1100 ヒノキ 59.4
什-27-22 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1400×D1100 ヒノキ 48.1
什-27-23 帝国器材株式会社 会議テーブル　W2400×D1200 ヒノキ 82.0
什-27-24 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1500×D900 ヒノキ 43.5
什-27-25 帝国器材株式会社 会議テーブル　W1200×D800 ヒノキ 33.3
什-27-26 帝国器材株式会社 直線テーブル（W1800） ヒノキ 35.5
什-27-27 帝国器材株式会社 直線テーブル（W1200） ヒノキ 26.4
什-27-28 帝国器材株式会社 コーナーテーブル ヒノキ 26.1
什-27-29 帝国器材株式会社 受付カウンター W1200 ヒノキ 96.4
什-27-30 帝国器材株式会社 演台 ヒノキ 71.0
什-27-31 帝国器材株式会社 司会台 ヒノキ 25.4
什-27-32 帝国器材株式会社 花台 ヒノキ 30.6
什-27-33 帝国器材株式会社 コートハンガー ヒノキ 47.7
什-27-34 帝国器材株式会社 長机 ヒノキ 12.0
什-27-35 帝国器材株式会社 傘たて ヒノキ 14.3
什-27-36 帝国器材株式会社 木扉スチール移動書架 ヒノキ 113.9
什-27-37 帝国器材株式会社 木前板スチール２連低書架　下段３段ラテラル ヒノキ 28.1
什-27-38 帝国器材株式会社 木扉スチール２連書架　上段両開き ヒノキ 28.4
什-27-39 帝国器材株式会社 木前板スチール低書架　下段３段ラテラル ヒノキ 14.0
什-27-40 帝国器材株式会社 木扉スチール書架　上段両開き ヒノキ 14.2
什-27-41 帝国器材株式会社 木前板・木天板スチール２連書架　３段ラテラル ヒノキ 40.2
什-27-42 帝国器材株式会社 木前板・木天板スチール書架　３段ラテラル ヒノキ 20.1
什-28-1 帝国器材株式会社 一人用ソファー ヒノキ 32.1

什-28-2 帝国器材株式会社 三人用ソファー ヒノキ 92.8

什-28-3 帝国器材株式会社 長机 ヒノキ 19.2

什-28-4 帝国器材株式会社 木前板・木扉スチール書架　
下段３段ラテラル、上段両開き ヒノキ 28.3

什-28-5 飛騨産業株式会社 ソファ１P スギ 29.8

什-28-6 飛騨産業株式会社 ソファ３P スギ 48.2

什-28-7 飛騨産業株式会社 リビングテーブル スギ 42.3

什-28-8 飛騨産業株式会社 チェア スギ 9.0

什-28-9 飛騨産業株式会社 アームチェア スギ 11.1

什-28-10 飛騨産業株式会社 スタッキングスツール スギ 2.7

什-28-11 株式会社イトーキ 木製円テーブル ヒノキ 42.8

什-28-12 株式会社イトーキ 木製円テーブル スギ 38.3

什-28-13 株式会社イトーキ ミーティングアームチェア座クッション付 ヒノキ 42.6

什-28-14 株式会社イトーキ ミーティングアームチェア座クッション付 スギ 35.6

什-28-15 株式会社イトーキ パーテーションφ3000用 ヒノキ 23.0

什-28-16 株式会社イトーキ パーテーションφ3000用 スギ 17.8

什-28-17 株式会社イトーキ キューブ型展示台 ヒノキ 85.0

什-28-18 株式会社イトーキ キューブ型展示台 スギ 65.6

什-28-19 株式会社イトーキ 木製イーゼル ヒノキ 9.6

什-28-20 株式会社イトーキ 木製イーゼル スギ 7.4

什-28-21 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド小 ヒノキ 23.0

什-28-22 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド小 スギ 17.7

什-28-23 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド中 ヒノキ 33.0

什-28-24 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド中 スギ 25.4

什-28-25 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド大 ヒノキ 45.6

什-28-26 株式会社イトーキ 木製パンフレットスタンド大 スギ 35.2

什-28-27 株式会社イトーキ 木製ルーバーユニット ヒノキ 610.1

什-28-28 株式会社イトーキ 木製ルーバーユニット スギ 470.7

什-28-29 株式会社イトーキ 木製ルーバーウォールユニット ヒノキ 255.7

什-28-30 株式会社イトーキ 木製ルーバーウォールユニット スギ 197.3

什-28-31 株式会社イトーキ 自販機収納ユニット ヒノキ 313.3



什-28-32 株式会社イトーキ 自販機収納ユニット スギ 241.7

什-28-33 株式会社イトーキ 木製ベンチ ヒノキ 25.3

什-28-34 株式会社イトーキ 木製ベンチ スギ 19.5

什-28-35 株式会社イトーキ 木製テーブル ヒノキ 43.4

什-28-36 株式会社イトーキ 木製テーブル スギ 33.4

什-28-37 株式会社イトーキ キャスター付き展示ユニット ヒノキ 96.5

什-28-38 株式会社イトーキ キャスター付き展示ユニット スギ 74.5

什-28-39 株式会社イトーキ ポスターパネル ヒノキ 71.4

什-28-40 株式会社イトーキ ポスターパネル スギ 55.1

什-28-41 株式会社イトーキ パンフレットラック ヒノキ 45.2

什-28-42 株式会社イトーキ パンフレットラック スギ 34.8

什-28-43 株式会社イトーキ ディスプレイカウンター基本型 スギ・ヒノキ 252.8

什-28-44 株式会社イトーキ ディスプレイカウンター連増型 スギ・ヒノキ 200.1

什-28-45 株式会社イトーキ 会議テーブル ヒノキ 24.0

什-28-46 株式会社イトーキ 会議テーブル スギ 18.5

什-28-47 株式会社イトーキ 会議テーブル ヒノキ 40.8

什-28-48 株式会社イトーキ 会議テーブル スギ 31.5

什-28-49 株式会社イトーキ アームチェア ヒノキ 18.1

什-28-50 株式会社イトーキ アームチェア スギ 13.9

什-28-51 株式会社イトーキ マガジンラック ヒノキ 23.6

什-28-52 株式会社イトーキ マガジンラック スギ 18.2

什-28-53 東京ブラインド工業株式会社 木製縦型ブラインド　W2060×H2160 スギ 18.2

什-28-54 東京ブラインド工業株式会社 木製縦型ブラインド　W2000×H2000 スギ 16.2

什-28-55 東京ブラインド工業株式会社 木製縦型ブラインド　W900×H2000 スギ 7.2

什-28-56 東京ブラインド工業株式会社 木製縦型ブラインド　W1040×H1920 スギ 8.0

什-28-57 東京ブラインド工業株式会社 木製縦型ブラインド　W2040×H1920 スギ 15.5

什-28-58 帝国器材株式会社 一人用ソファー ヒノキ 32.5

什-28-59 帝国器材株式会社 三人用ソファー ヒノキ 176.8

什-28-60 帝国器材株式会社 多摩産材パーティション ヒノキ 10.1

什-28-61 株式会社クネット スギ材波形手すり スギ 2.3

什-28-62 株式会社クネット スギ材直棒手すり スギ 2.2

什-28-63 越井木材工業株式会社 プレスモベンチ スギ 26.7

製-29-1 株式会社富士 ヒノキサーモベンチ（VB-1,VB-1A) ヒノキ 32.2

製-29-2 株式会社富士 ヒノキサーモベンチ（VB-2) ヒノキ 16.1

製-29-3 株式会社富士 ヒノキサーモベンチ（VB-4) ヒノキ 12.9

製-29-4 株式会社天童木工 イージーチェア（F-3242SG-NT） スギ 7.3

製-29-5 株式会社天童木工 テーブル（F-2321SG-NT） スギ 14.2

製-29-6 株式会社天童木工 コートハンガー（F-4107SG-NT） スギ 10.7

製-29-7 株式会社天童木工 イージーチェア（F-5337SG-NT） スギ 12.2

製-29-8 株式会社天童木工 チェア（F-5513SG-NT） スギ 2.8


