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はじめに

本報告書は、平成 18年度違法伐採総合対策推進事業において、わが国の森林認

証と認証林産物の動向、合法性確認のための体制整備の状況、県産材認証制度と

合法木材供給体制との関係、民間企業における林産物調達方針について行った調

査をとりまとめたものである。

この調査の実施にあたっては、有限責任中間法人全国木材検査・研究協会（所

在地：東京都千代田区永田町）が行い、佐々木亮研究主任と川杉元一審査係長が

調査を、佐々木亮研究主任が分析と報告書の執筆を担当した。

報告書の第一章では、本調査における課題の設定を紹介した。本調査における

中心的課題は、森林認証と認証林産物の動向に関わる現状把握、業界団体等によ

る木材の合法性証明の状況、民間企業等の資材調達基準方針の把握である。

第二章では、中心的課題の分析に入る前に、林産物の合法性・持続可能性証明

の推進に大きな影響を及ぼした「国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律」（グリーン購入法）における平成 18年 4月に改正した「環境物品等の推進

に関する基本方針」の要点と、林野庁が発表した「木材・木製品の合法性、持続

可能性の証明のためのガイドライン」について解説を行った。

第三章では、国内における森林認証、CoC(Chain of Custody)認証の取得・拡大

状況、認証製品の取扱状況、認証スキーム別都道府県別実施状況、認証事業体に

よる森林認証制度、認証林産物普及活動の状況等をとりまとめている。

第四章では、業界団体等による木材の合法性証明の内容、証明のための要件、

認定団体別都道府県別の合法木材供給事業体数等をとりまとめている。

第五章では、個別企業における林産物調達方針を、ISO14001 認定取得事業体が

ISO14001 によって公表が義務づけられている環境方針と、企業活動の透明性を確

保するために、企業が任意で発表している環境・CSR 報告書を収集して分析した。

また合法性、持続可能性を独自の取組による証明方法によって実施している製紙

業界の状況についてとりまとめている。



第六章では、合法性・持続可能性証明木材の供給の現状と課題について、日本

国内で 5,000 件以上の事業体で、合法木材の取扱が可能であること、合法木材、

認証林産物流通量は、これからも増加傾向を続けること、中小零細規模林家・企

業の森林認証・CoC認証への参加が、今後の森林認証・CoC 認証の拡大・普及のた

めに重要であること、合法木材供給認定事業体における合法木材の具体的な取扱

量は平成 19年夏以降明らかになること、これまでの合法性証明のための作業等を

経て合法性を認定するシステムの課題等も浮き彫りになってくること、合法性へ

の認識、合法性を認識するシステムの再点検、標準化が必要となることが記され

ている。

なお報告に関連する付属資料として、森林認証・CoC 認証取得事業体リスト、

合法木材供給事業者認定団体リスト、ISO14001 適合組織リストが収録されている。

本報告書の内容が、木材の合法性、持続可能性の証明における具体的な対策の

ために活用されることを期待している。

調査に協力して下さった各位、調査担当者に対し深く感謝申し上げる次第であ

る。

平成 19年３月

全国木材組合連合会

会長 庄司 橙太郎
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ハイライト

 地球温暖化対策、違法伐採・違法貿易対策として、林産業に国際的な対応が

求められている課題の内、最も緊急性を帯びているのは、トレーサビリティ

ーシステムの確立、合法的経済活動の徹底と木材の合法性の証明、持続可能

な森林経営と認証林産物需給量の拡大。

 合法性確認は森林資源、森林経営、木材取引に関わる違法行為撲滅のため、

同時に違法行為によって阻害されている市場の健全性を取り戻すためのツー

ルである。また合法性確認は、森林認証に向けたステップ。

 2006 年４月以降、グリーン購入法の優先対象となる林産物の原料は、再生資

源、合法木材が必要条件であり、さらに持続可能性が証明されれば最優先な

調達対象。

 林野庁ガイドラインは、合法性、持続可能性の証明方法として、第三者認証、

第二者認証、自己認証のための具体的方策を林産業界に提供。

 日本の認証森林面積は 61万 ha。FSC と SGEC が森林認証を実施。

 2006 年末現在、日本では 521 事業体が認証林産物を取り扱える CoC認証を取

得。CoC 認証取得事業体は FSC が紙、印刷関係を業務登録している事業体を

中心に 429 件と圧倒的。

 FSC、PEFC の CoC 認証は、両スキームの国際的広がりを背景に、商社等幅広

いアイテムの輸入林産物を取り扱う企業が取得している。SGEC の CoC 認証取

得事業体の取扱認証林産物は国産材のみ。地域単位で認証林産物の流通・加

工を行うグループ活動が活発化。

 2007 年３月現在、合法木材供給事業体は 4,912 事業体。合法木材供給事業体

による合法木材取扱量は 2007 年夏以降判明。

 都道府県単位で行われている地域材認証制度に、合法性証明機能を加える動

きがあり、2006 年３月までに全国で 11 の制度が、合法性証明機能を地域材
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認証に付加。

 2006 年８月現在、JABに登録されている ISO14001 認証取得事業体は、木材・

木製品で 150件、パルプ・紙・紙製品では 404 件。

 林産物取扱企業の環境報告書における主な木質資源調達方針は、人工林材、

間伐材、認証材、合法材、リサイクル原料の使用促進等より具体的。

 製紙業界では合法性、持続可能性証明にあたって、自己認証システムを選択。

９つの企業・グループ（77事業体）が「違法伐採問題に対する日本製紙連合

会の行動指針」に基づき、合法性、持続可能性証明が可能な原料調達基準を

公開。
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1. 課題の設定

有限責任中間法人全国木材検査・研究協会(以下「全木検」と略)は、社団法

人全国木材組合連合会(以下「全木連」と略)から委託を受け、日本における合

法性・持続可能性証明木材供給の実態調査を行い、本報告書をとりまとめた。

全木連からの調査依頼は、「民間企業における自主的な取組み、国内における

合法木材の調達に関する事例、国内で活動している森林認証制度の現状、県産

材認証制度と合法木材供給体制との関係等について調査」することであり、具

体的課題として、

① ISO14000 認定取得企業の環境報告書の収集と分析

② 木材関連企業の自主的取組事例

③ 森林認証制度（SGEC、FSC、PEFC、その他）と CoC の現状

④ 県産材認証制度と合法木材供給体制整備

⑤ 原産地表示制度と合法性証明

が提示された。

全木検では、これらを以下のように大きく３つの課題に整理した。

① 森林認証と認証林産物の動向に関わる現状把握(森林認証制度と CoC に関わ

る事項)

② 業界団体等による木材の合法性証明の状況(県産材認証制度、合法木材供給

体制整備、原産地表示等に関わる事項)

③ 民間企業等の資材調達基準方針の把握（ISO14001 に関わる事項、木材関連

企業の自主的取組事例等に関わる事項）

の３つである。この課題整理により、日本における木材の合法性証明を分析

するにあたっても、①を第三者認証、②を第二者認証、③を自己認証と理論

的に大別できる。

またこれらの課題の分析に入る前に、平成18年 4月に改正された「国等に

よる環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」と略)

の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」と林野庁が発表した「木材・

木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」等の背景につい

て解説を行う。

現在、地球温暖化対策、違法伐採・違法貿易対策として、林産業界に対応

が求められている課題の内、最も緊急性を帯びているのは、①トレーサビリ

ティーシステムの確立、②合法的経済活動と木材の合法性の証明、③持続可
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能な森林経営と認証林産物需給量の拡大である。

日本は世界屈指の林産物需給量をほこり、多くの国々から様々な林産物を

輸入している一方で、国内に 1,036 万 haの人工林を擁している。上記３つの

課題に対応するには、取引先、商品アイテムが多いだけに困難がともなう。

しかし環境対応の重要性が、日本の林産業においても徐々に認識され、環

境対応の範囲が拡大しているのも事実である。今回の調査事業を通じて、日

本においても認証森林面積の拡大、CoC 認定取得事業体の増加、合法木材供

給事業者認定への業界団体の取り組みと同認定事業者の拡大等が確認され、

持続可能性を確立しようとする林産業の対応が、具体的に現れるような段階

に差しかかったと見受けられる。

本報告書は日本で行われている合法木材、認証林産物の取扱状況を整理し

てあり、需給量拡大のための取り組みについてとりまとめている。本報告書

内容は、合法木材、認証林産物の普及、需給拡大のための資料として、役立

つものと期待する次第である。
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2.林産物において合法性確認が求められる背景

(1)なぜ合法性確認が必要となるか

日本は米国、中国にならぶ世界屈指の木材消費国であり、木材製品は住宅、家

具、文具、紙、日曜雑貨品等々、日本に居住しているかぎり、必ず目にし、触れ

る日常的な商品である。

「なぜ林産物だけを合法性確認の対象とするのか」

「なぜ他の商品は合法性が問われないのか」

これらの疑問が生じるのは当然である。法律を遵守した経済行為・企業活動に

よって生産・流通・消費がなされるのが商取引であり、ましてや国際貿易におい

ては、貿易のステージに登場する商品は、違法性の不在を大前提とする「紳士協

定」がある。

木材製品のように、極めて広い汎用性をもって市場に流通している商品の合法

性を確認する行為は何を意味するのか。木材の合法性確認を課題として位置づけ

る動きは、今や国際的に広がりつつある。このような動きをどのように理解し、

対応したら良いのであろうか。

合法性確認への要求は、最近になって生じたわけではない。以前から過伐、盗

伐、書類の偽造、正式な手続きを経ない木材の輸送や貿易、木材企業による伐採

料を含む税金の未納等の違法行為は、程度の差こそあれ、開発途上国を中心に世

界各地で問題になっていた。

林産物取引における違法行為は実在する。しかしそれらの違法行為の解決は、

本来当事国の自治の問題であり、当事国が解決すべき内政問題である。

【なぜ合法性確認が望まれるようになったか】

① 合法性確認は、深刻な影響を多方面に及ぼしている森林資源、森林経営、

木材取引における違法行為の撲滅のために必要である。

② 合法性確認は、違法行為によって阻害されている市場取引の健全性を取

り戻すためのツールである。

③ 合法性確認は、森林認証に向けた一つのステップまたはハードルである。
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ただし現在がかつて、たとえば 20～30 年前と大きく異なっている点は、森林資

源、特に天然林資源の目に見える減退・劣化による枯渇である。FAO によれば、

林地の農用地への転換を主因とした森林の実質減少面積は、2000～2005 年の間は

年間 730 万 ha で、1990～2000 年の間の年間 890 万 ha よりも、減少速度は低下し

たが、それでも広大な面積の森林が毎年失われている1。そして違法伐採問題はい

まだに危機的な状況を新たに生み続け、特に開発途上国においては直接的に深刻

な影響を及ぼしている。また森林の減少と劣化は、地球温暖化を確実に後押しし

ている。

持続可能な森林経営を担保する森林認証システムが登場してから、早くも 14

年が経過した。劇的な熱帯林破壊を阻止するために用意された森林認証制度であ

ったが、皮肉にも制度が広まったのは、北半球の先進諸国であった。世界の森林

認証面積の約６割は北米に、約３割は西欧に存在している。

もちろん熱帯諸国における森林認証面積拡大の取組は継続されている。しかし

10 年以上の取組の中で、ますます明らかになってきたのは、資金、人材、技術、

法律・自治等、森林認証にあたって必要または支えとなる基礎的な要素が揃わな

い開発途上国においては、あらゆる側面において段階的に改善する方法が、極め

て有効だという事実である。森林認証を取得するための資金、技術、人材等の資

源が不足している地域、国や企業にとって、合法性確認は森林認証に向けてのマ

イルストーンとなる。

ここ数年、CSR(企業の社会的責任)を重視する企業が増えてきた。各企業が発行

する“環境報告書”や“年次報告書”は、“CSR 報告書”とタイトルを変え、企業

活動や環境貢献だけでなく、企業行動によって波及する様々な社会的貢献・影響

についても報告するようになった。CSR に関わる方針は、多方面に健全な持続性

を求めている。日本の林産企業が発行している“CSR 報告書”においては、原料

調達に関わる健全な持続性の具体的な手法として、明確に森林認証を指向する企

業が増加してきている。

また中央・地方政府の政策も、森林の持続可能性を促進し、持続的経営が達成

された森林から生産された木材製品の調達を目指している。森林認証された森林

の面積と、そこから生産される木材の量は増加している。「2006 年の世界の認証

森林からの丸太供給能力は、約３億 7,000 万㎥で、2005 年より８％増加したとみ

られる。これは世界の産業用丸太生産量の約 25％」2のシェアを占めるまでにな

1 FAO, “Global Forest Resources Assessment 2005”, pp xii, 2006
2 United Nations Economic Commission for Europe, “Forest Products Annual Market Review, 2005-2006”,pp102、2006
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っている。しかし前述のように、森林認証取得においては、地域的偏りがある。

たとえば日本の森林認証面積は、総森林面積の約２％にようやく達した段階であ

る。

認証林産物流通量が限られている中で、認証林産物のみを調達するのは、事実

上困難であるため、認証林産物までの水準は求めないものの、せめて合法性が確

認された製品の取扱を優先させたいとの方針を打ち立てる政府や企業が増加して

いる。合法性確認を求める木材製品調達基準は、これまでの「グリーン購入」の

基準と比べ、より具体的である。

違法伐採による木材が、市場価格を引き下げているとの指摘がある。通常であ

れば販売価格に含まれる森林経営や流通に要するコストの一部または全部が、違

法伐採材と違法貿易材には含まれていない。違法行為によって通常要するコスト

が含まれていない違法材が、合法材と同じ市場に流入するので、市場価格は低下

する。2006 年に世界銀行は「2004 年の木材価格は、製品カテゴリーによって異な

るものの、もし違法伐採がなければ７～16％高くなっている。世界の年間損失は、

約 150 億ドルと算定されており、この損失は政府や合法的競合者が被っている」3

と分析した。特に開発途上国における違法伐採は、個別企業や政府に直接的な収

益の悪化をもたらし、より高度な森林管理等を展開するための資金の確保をも阻

害している。

法治国家においては、法を犯した者への取り締まりによって自治を達成する。

市場内に違法に生産、取引された「違法商品」の混入が疑われているので、取扱

商品の合法性を証明せよと直接・間接に要求されるのは、法を犯していない市場

の構成員としては心外である。また精神的問題だけでなく、合法的経済活動を行

っていても、合法性を証明するためのプロセスを実施する追加コストを用意しな

いと市場から排除されるという結果が生ずる可能性がある。

合法性確認の作業は、本末転倒であるとの声もあるが、違法業者は自らを、ま

た取扱商品を「違法である」とアピールしない。違法業者は「違法商品」であっ

ても、「違法商品か」と問われれば「合法商品」と答えるのが常である。

もっと複雑な問題は、ある商品の数多い流通担当者の内、生産者やごく一部の

流通担当者だけがその商品の違法性を認識している一方で、その他の流通担当者

や加工業者はその商品の違法性を認識していない場合である。違法伐採であるか

どうかは、木材生産に関わる法の遵守が問われているので、多く場合、商品の物

性によって判断できない。違法伐採木が、合法的に伐採された木材に一度混入す

3 United Nations Economic Commission for Europe, “Forest Products Annual Market Review, 2005-2006”, pp106,
2006
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ると、その中から違法伐採木の抽出は、事実上できないというやっかいな問題が

ある。違法伐採木であっても、違法伐採木を合法材に混入してしまえば、合法材

と同じ扱いで取引が行えたことは、違法伐採ビジネスが成立できた背景でもある。

商品の違法性を認識しないで「違法商品」を「合法商品」として扱った一般の

流通担当者が商品の違法性を知った時、その流通担当者は「騙された」と主張す

るであろう。しかし企業の取扱商品に対する社会的責任が重要視されてきた昨今

においては、「騙された」と関係者や世間に主張するだけでは済まされない。この

ような事態は、当該企業の管理能力、取引先選定にあたっての調査能力等々の評

価に関わり、企業の信用に大きな悪影響を及ぼす。また合法的な活動を行ってき

た企業であっても、社会の批判は、その企業に「違法企業」のレッテルを貼るこ

ともある。

これらの事象は、これまでの環境保護活動等とも一緒になって、需要圧力とし

て市場に作用している。合法性証明は、これまでに必要とされなかった追加コス

トを伴うプロセスを要求する。世界の個別企業、関係団体、中央・地方政府が、

合法性証明のために要するコストを、違法伐採によって生じている経済的損失と

して、先に紹介した世界銀行が示した年間約150 億ドルの違法伐採木材の市場流

入によってもたらされた木材価格の低下による経済的損失を加えて勘定すれば、

莫大な額になるであろう。しかし前述のように、木材ビジネスにおいて木材の合

法性の証明は、今や企業リスクを回避するための最低限の要素になりつつある。

重要なのは、合法性の確認は、木材市場で活動する企業に、例外なく作用して

くる需要圧力だということである。深刻な森林破壊が報じられてきた熱帯林や、

ロシア等亜寒帯林からの木材を取り扱っている企業だけではなく、国産材取扱業

者にも例外なくこの圧力は作用する。

木材を生産する企業は、関係する法規を全て遵守していることと、生産・販売

する木材が正式な法的プロセスを経ていることを証明しなければならない。また

流通・加工企業は、正確なトレービリティーシステムを確立して、商品の合法性

を証明しなければならない。

このようなプロセスが要求されるのは、商取引上「極めて異常な事態」である。

国際商品である木材市場は、「極めて異常な事態」に直面している。合法性証明、

そこからさらに進展した森林認証のシステムが、国内外で普及し、「極めて異常な

事態」が早期に平常になるよう国際的な取組が展開されている。
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(2)環境物品等の調達の基本方針改正と優先調達対象木材製品

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」

と略）は、2000 年５月に循環型社会形成推進基本法の個別法として制定された。

林産物に関係して大きな動きがあったのは、2006 年２月に行われた“環境物

品等の調達の基本方針”改定の閣議決定である。この基本方針は、グリーン購

入法第６条に定められている。日本政府は、2006 年 2月の閣議決定を経て、同

年 4月から政府調達の対象とする林産物５品目について、合法性や持続可能性

が証明された製品を優先調達すると定めた。また 2007 年 2月の閣議決定(同年

4月施行)によって、フローリングが特定調達物品に加えられた。

【2006 年４月から特定調達物品となった林産物】

① 紙類

② 文具類

③ 機器類（事務用家具等）

④ ベッドフレーム

⑤ 公共工事用資材

【2007 年４月から特定調達物品に追加される林産物】

フローリング

【グリーン購入法の目的】

○対象となる機関

国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人

○目的

環境負荷が少ない持続発展が可能な社会の構築

⇒ 国民の健康で文化的な生活確保に寄与

○目的達成のための手段

①環境物品等の調達の推進

②環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換

を促進するために必要な事項を定める
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グリーン購入法における特定調達物品の「判断の基準」4として、また「配慮事

項」5としての、特定調達物品の要件の特徴は次の通りである。

なお木質原料について、「合法性および持続可能な森林経営が営まれている

森林からの産出に関わる確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の

合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年２月１５日)」に準拠して

行う」6と定められている。このガイドラインについては後述する。

また「平成 18 年より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原

木に係る合法性の確認については、平成 18年4月 1日の時点で原料・製品等を保

管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記

載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要

とする」7との特例が設定された。

2006年のグリーン購入法改定によって、特定調達品目としてリストアップされて

いる林産物の内、コピー用紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパー以外の「判

断の基準」の中には、「再生資源」の利用と「合法性」という単語が、「配慮事項」の

中には「持続可能な森林経営」という言葉が見られるようになった。なおコピー用

紙、トイレットペーパー、ティッシュペーパーについては、「古紙パルプ配合率

4
毎年度設定される調達目標の対象となる物品の要件として、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」

の別記に物品別に記載されている。
5

特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するにあたって、さらに配慮するこ

とが望ましい事項。
6

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」平成 2007年 2月、別記内備考。
7

『前掲書』。

【特定調達物品(林産物)の要件の特徴】

再生資源を原料としない林産物の原料には、合法性が必要条件とされ、さ

らに持続可能性が証明できれば理想的。

① 再生資源

間伐・小径木、端材、建築解体材、使用済み梱包材、製紙未利用低質チッ

プ、林地残材・かん木、古紙等を「再生資源」と位置づけ、原料として「再生資

源」を使用した製品の調達を促す「判断の基準」、「配慮事項」となっている。

② 合法性

「再生資源」以外のバージンパルプを含む木質原料・材料の「判断の基

準」となっている。

③ 持続可能性

合法性と関連して、「再生資源」以外のバージンパルプを含む木質原料・

材料について、持続可能性がより望ましい「配慮事項」とされている。
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100％」という条件が、「判断の基準」として示されている。
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「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において

特定調達物品として優先調達される林産物8

Ａ．紙類

ａ．情報用紙
判断の基準 配慮事項

コピー用紙 ① 古紙パルプ配合率100％かつ白色度

70％程度以下であること。

② 塗工されているものにおいては、塗

工量が両面で 12g/㎡以下であるこ

と。

製品包装は、可能な限り簡易であっ

て、再生利用の容易さ及び焼却時の負

荷低減に配慮されていること。

フォーム用紙 ① 古紙パルプ配合率 70％以上かつ白

色度 70％程度以下であること。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木はその伐

採に当たって、生産された国におけ

る森林に関する法令に照らし合法

なものであること。

③ 塗工されているものにおいては、塗

工量が両面で 12g/㎡以下であるこ

と。

① 製品包装は、可能な限り簡易であっ

て、再生利用の容易さ及び焼却時の

負荷低減に配慮されていること。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木は持続可

能な森林経営が営まれている森林

から産出されたものであること。

インクジェッ

トカラープリ

ンター用塗工

紙

① 古紙パルプ配合率 70％以上である

こと。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木はその伐

採に当たって、生産された国におけ

る森林に関する法令に照らし合法

なものであること。

③ 塗工量が両面で 20g/㎡以下である

こと。ただし、片面の最大塗工量は

12g/㎡とする。

① 製品包装は、可能な限り簡易であっ

て、再生利用の容易さ及び焼却時の

負荷低減に配慮されていること。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木は持続可

能な森林経営が営まれている森林

から産出されたものであること。

8
資料は『前掲書』別記。

合法性

持続可能性

持続可能性

合法性
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判断の基準 配慮事項

ジアゾ感光紙 ① 古紙パルプ配合率 70％以上である

こと。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木はその伐

採に当たって、生産された国におけ

る森林に関する法令に照らし合法

なものであること。

③ 塗工量が両面で 20g/㎡以下である

こと。ただし、片面の最大塗工量は

12g/㎡とする。

① 製品包装は、可能な限り簡易であっ

て、再生利用の容易さ及び焼却時の

負荷低減に配慮されていること。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除く)

が原料として使用される場合にあ

っては、原料とされる原木は持続可

能な森林経営が営まれている森林

から産出されたものであること。

ｂ.印刷用紙

判断の基準 配慮事項

印刷用紙

(カラー用紙

を除く)

① 古紙パルプ配合率 70％以上であるこ

と。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製材

工場から発生する端材等の再生資源

により製造されたものを除く)が原

料として使用される場合にあって

は、原料とされる原木はその伐採に

当たって、生産された国における森

林に関する法令に照らし合法なもの

であること。

③ 塗工されていないものについては、

白色度 70％程度以下であること。

④ 塗工されているものについては、塗

工量が両面で 30g/㎡以下であるこ

と。

⑤ 再生利用しにくい加工が施されてい

ないこと。

① 製品包装は、可能な限り簡易であ

って、再生利用の容易さ及び焼却

時の負荷低減に配慮されているこ

と。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除

く)が原料として使用される場合

にあっては、原料とされる原木は

持続可能な森林経営が営まれて

いる森林から産出されたもので

あること。

印刷用紙

(カラー用紙)

① 古紙パルプ配合率 70％以上であるこ

と。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製材

工場から発生する端材等の再生資源

により製造されたものを除く)が原

料として使用される場合にあって

は、原料とされる原木はその伐採に

当たって、生産された国における森

林に関する法令に照らし合法なもの

であること。

③ 塗工されているものについては、塗

工量が両面で 30g/㎡以下であるこ

と。

④ 再生利用しにくい加工が施されてい

ないこと。

① 製品包装は、可能な限り簡易であ

って、再生利用の容易さ及び焼却

時の負荷低減に配慮されているこ

と。

② バージンパルプ(間伐材、合板・製

材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたものを除

く)が原料として使用される場合

にあっては、原料とされる原木は

持続可能な森林経営が営まれて

いる森林から産出されたもので

あること。

持続可能性

合法性

持続可能性

合法性

合法性

持続可能性
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ｃ.衛生用紙

判断の基準 配慮事項

トイレットぺ

ーパー

ティッシュペ

ーパー

古紙パルプ配合率 100％であること。 製品包装は、可能な限り簡易であっ

て、再生利用の容易さ及び焼却時の負

荷低減に配慮されていること。

Ｂ．文具類

判断の基準 配慮事項

文具共通 金属を除く主要材料が、プラスチック

の場合は①、木質の場合は②、紙が含ま

れる場合で原料にバージンパルプ（間伐

材及び合板、製材工場から発生する端材

等の再生資源により製造されたバージン

パルプを除く）が使用される場合は③イ

の要件をそれぞれ満たすこと。

① 再生プラスチックがプラスチック重

量の 40％以上使用されていること。

② 間伐材、合板・製材工場から発生す

る端材等の再生資源であること、ま

たは原料として使用される原木（間

伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の再生資源である木材は除

く）が、その伐採にあたって生産さ

れた国における森林に関する法令に

照らし合法なものであること。

③ 次の要件を満たすこと

ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率 50％

以上であること。

イ. 紙の原料にバージンパルプ(間伐

材、合板・製材工場から発生する

端材等の再生資源により製造され

たものを除く)が原料として使用

される場合にあっては、原料とさ

れる原木はその伐採に当たって、

生産された国における森林に関す

る法令に照らし合法なものである

こと。

① 製品包装は、可能な限り簡易であ

って、再生利用の容易さ及び焼却

時の負荷低減に配慮されている

こと。

② 材料に木質が含まれる場合にあ

っては、原料として使用される原

木間伐材、合板・製材工場から発

生する端材等の再生資源である

木材は除く）が原料として使用さ

れる場合にあっては、原料とされ

る原木は持続可能な森林経営が

営まれている森林から産出され

たものであること。

③ 材料に紙が含まれる場合でバー

ジンパルプ(間伐材及び合板、製

材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージ

ンパルプを除く）が使用される場

合にあたっては、原料とされる原

木は持続可能な森林経営が営ま

れている森林から産出されたも

のであること。

合法性

持続可能性

持続可能性
合法性
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判断の基準 配慮事項

クラフトテー

プ

テープ基材については、古紙パルプ配

合率 40％以上であること。また紙の原料

にバージンパルプ(間伐材、合板・製材工

場から発生する端材等の再生資源により

製造されたものを除く)が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる

原木はその伐採に当たって、生産された

国における森林に関する法令に照らし合

法なものであること。

① 粘着剤が水又はアルカリ水溶液中

で、溶解又は細かく分散するもの

であり、樹脂ラミネート加工がさ

れていないこと。

② バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージン

パルプを除く）が使用される場合

にあたっては、原料とされる原木

は持続可能な森林経営が営まれ

ている森林から産出されたもの

であること。

両面粘着紙テ

ープ

テープ基材については、古紙パルプ配

合率 40％以上であること。また紙の原料

にバージンパルプ(間伐材、合板・製材工

場から発生する端材等の再生資源により

製造されたものを除く)が原料として使

用される場合にあっては、原料とされる

原木はその伐採に当たって、生産された

国における森林に関する法令に照らし合

法なものであること。

バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたバージンパル

プを除く）が使用される場合にあたっ

ては、原料とされる原木は持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

ファイル 金属を除く主要材料が紙の場合にあっ

ては、紙の原料は古紙パルプ配合率 70％

以上であること。また紙の原料にバージ

ンパルプ(間伐材、合板・製材工場から発

生する端材等の再生資源により製造され

たものを除く)が原料として使用される

場合にあっては、原料とされる原木はそ

の伐採に当たって、生産された国におけ

る森林に関する法令に照らし合法なもの

であること。それ以外の場合にあっては、

次のいずれかの要件を満たすこと。

① 文具類共通の判断の基準を満たすこ

と。

② クリアホルダーにあっては、上記①

の要件をみたすこと、又は植物を原

料とするプラスチックが使用されて

いること。

① 表紙ととじ具を分離し、部品を再

使用、再生利用または分別廃棄で

きる構造になっていること。

② バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージン

パルプを除く）が使用される場合

にあたっては、原料とされる原木

は持続可能な森林経営が営まれ

ている森林から産出されたもの

であること。

バインダー ファイルに同じ ファイルに同じ

合法性

持続可能性

合法性

持続可能性

合法性

持続可能性

合法性 持続可能性
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判断の基準 配慮事項

つづりひも 主要材料が紙の場合にあっては、原料

として使用した古紙パルプの重量が製品

全体重量の 70％以上であること。また紙

の原料にバージンパルプ(間伐材、合板・

製材工場から発生する端材等の再生資源

により製造されたものを除く)が原料と

して使用される場合にあっては、原料と

される原木はその伐採に当たって、生産

された国における森林に関する法令に照

らし合法なものであること。それ以外の

場合にあっては、文具類共通の判断の基

準を満たすこと。

バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたバージンパル

プを除く）が使用される場合にあたっ

ては、原料とされる原木は持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

事 務 用 封 筒

(紙製)

古紙パルプ配合率 40％以上であるこ

と。また紙の原料にバージンパルプ(間伐

材、合板・製材工場から発生する端材等

の再生資源により製造されたものを除

く)が原料として使用される場合にあっ

ては、原料とされる原木はその伐採に当

たって、生産された国における森林に関

する法令に照らし合法なものであるこ

と。

バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたバージンパル

プを除く）が使用される場合にあたっ

ては、原料とされる原木は持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

窓 付 き封 筒

(紙製)

① 古紙パルプ配合率 40％以上であるこ

と。また紙の原料にバージンパルプ

(間伐材、合板・製材工場から発生す

る端材等の再生資源により製造され

たものを除く)が原料として使用さ

れる場合にあっては、原料とされる

原木はその伐採に当たって、生産さ

れた国における森林に関する法令に

照らし合法なものであること。

② 窓部分にプラスチック製フィルムを

使用している場合は、窓フィルムに

ついては、再生プラスチックがプラ

スチック重量の 40％以上使用されて

いるか、植物を原料とするプラスチ

ックが使用されていること。

バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたバージンパル

プを除く）が使用される場合にあたっ

ては、原料とされる原木は持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

合法性

持続可能性

合法性

持続可能性

合法性

持続可能性
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判断の基準 配慮事項

けい紙

起案用紙

ノート

① 古紙パルプの配合率 70％であるこ

と。また紙の原料にバージンパルプ

(間伐材、合板・製材工場から発生す

る端材等の再生資源により製造され

たものを除く)が原料として使用さ

れる場合にあっては、原料とされる

原木はその伐採に当たって、生産さ

れた国における森林に関する法令に

照らし合法なものであること。

② 塗工されているものについては、塗

工量が両面で 30g/㎡以下であり、塗

工されていないものについては白色

度が 70％程度以下であること。

バージンパルプ(間伐材及び合板、製

材工場から発生する端材等の再生資

源により製造されたバージンパルプ

を除く）が使用される場合にあたって

は、原料とされる原木は持続可能な森

林経営が営まれている森林から産出

されたものであること。

タックラベル

インデックス

付箋紙

主要材料が紙の場合にあっては、原料

として使用した古紙パルプの重量が製品

全体重量の 70％以上であること(粘着部

分を除く)。また紙の原料にバージンパル

プ(間伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の再生資源により製造されたもの

を除く)が原料として使用される場合に

あっては、原料とされる原木はその伐採

に当たって、生産された国における森林

に関する法令に照らし合法なものである

こと。それ以外の場合にあっては、文具

類共通の判断の基準を満たすこと。

① バージンパルプ(間伐材及び合板、

製材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージン

パルプを除く）が使用される場合

にあたっては、原料とされる原木

は持続可能な森林経営が営まれ

ている森林から産出されたもの

であること。

② 粘着剤が水または弱アルカリ水溶

液中で、溶解又は細かく分散する

ものであり、樹脂ラミネート加工

がされていないこと。

合法性

持続可能性

持続可能性

注:文具の内、次の物品に関しては、物品別の林産物に関する特記事項がないため、「判断の基準」、

「配慮事項」の記述を省略した。ただし以下の品目であっても、文具共通の「判断の基準」と

「配慮事項」は適用される。

シャープペンシル、シャープペンシル替芯、ボールペン、マーキングペン、鉛筆、スタンプ

台、朱肉、印章セット、印箱、公印、ゴム印、回転ゴム印、定規、トレー、消しゴミ、ステー

プラー、ステープラー針、連射式クリップ(本体)、事務用修正具(テープ)、粘着テープ(布粘着)、

製本テープ、ブックスタンド、ペンスタンド、クリップケース、はさみ、マグネット(玉)、マ

グネット(バー)、テープカッター、パンチ(手動)、モルトケース(紙めくり用スポンジケース)、

紙めくりクリーム、鉛筆削(手動)、OAクリーナー(ウェットタイプ)、OAクリーナー(液タイプ)、

ダストブロワー、レターケース、メディアケース(FD・CD・MO用)、マウスパッド、OAフィルタ

ー(枠あり)、丸刃式紙裁断機、カッターナイフ、カッティングマット、デスクマット、OHP フ

ィルム、絵筆、絵具、墨汁、のり(液状)、のり(澱粉のり)、のり(固形)、のり(テープ)、ファ

イリング用品、アルバム、カードケース、パンチラベル、付箋フィルム、黒板拭き、ホワイト

ボード用イレーザー、額縁、ごみ箱、リサイクルボックス、缶・ボトルつぶし機(手動)、名札(机

上用)、名札(衣服取付型・首下げ型)、鍵かけ(フックを含む)。

合法性
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Ｃ．オフィス家具

判断の基準 配慮事項

いす

机

棚

収 納 用 什 器

（棚以外）

ローパーティ

ション

コートハンガ

ー

傘立て

掲示板

黒板

ホワイトボー

ド

大部分の材料が金属類である棚又は収

納用什器にあっては①の要件を、金属を

除く主要材料が、プラスチックの場合は

②、木質の場合は③、紙が含まれる場合

で原料にバージンパルプ（間伐材及び合

板、製材工場から発生する端材等の再生

資源により製造されたバージンパルプを

除く）が使用される場合は④イの要件を

それぞれ満たすこと。

① 次の要件を満たすこと

ア．定められた大部分の材料が金

属類である棚または収納用什器

(収納庫)の棚板にかかる機能重

量の基準を上回らないこと。

イ．定められた大部分の材料が金

属類である棚又は収納用什器に

係る環境配慮設計項目に示され

た環境配慮設計がなされている

こと。

② 再生プラスチックがプラスチック重

量の 10％以上使用されていること。

③ 次の要件をみたすこと。

ア. 間伐材、合板・製材工場から発生

する原木(間伐材、合板・製材工場

から発生する端材等の再生資源で

ある木材は除く)が、その伐採に当

たって生産された国における森林

に関する法令に照らし合法なもの

であること。

イ. 材料からのホルムアルデヒドの放

散速度が、0.02mg/㎡ h以下又はこ

れと同等のものであること。

④ 次の要件を満たすこと。

ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率50％

以上であること。

イ. 紙の原料にバージンパルプ(間伐

材、合板・製材工場から発生する

端材等の再生資源により製造され

たものを除く)が原料として使用

される場合にあっては、原料とさ

れる原木はその伐採に当たって、

生産された国における森林に関す

る法令に照らし合法なものである

こと。

① 修理及び部品交換が容易である

等長期間の使用が可能な設計が

なされている、又は、分解が容易

である等部品の再使用もしくは

素材の再生利用が容易になるよ

うな設計がなされていること。特

に金属部分については、資源の有

効な利用の促進に関する法律(平

成 3 年法律第 48 号。以下「資源

有効利用促進法」という)の判断

の基準を踏まえ、精神の長寿命化

及び省資源か又は材料の再生利

用のための設計上の工夫がなさ

れていること。

② 使用される包装は、有機溶剤及び

臭気が可能な限り少ないもので

あること。

③ 製品の包装は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されてい

ること。また包装材の回収及び再

使用又は再生利用システムがあ

ること。

④ 材料に木質が含まれる場合にあ

っては、原料として使用される原

木(間伐材、合板・製材工場から

発生する端材等の再生資源であ

る木材は除く)は持続可能な森林

経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

⑤ 材料に紙が含まれる場合で、バー

ジンパルプ(間伐材及び合板・製

材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージ

ンパルプを除く)が原料として使

用される場合にあっては、原料と

される原木は持続可能な森林経

営が営まれている森林から産出

されたものであること。

合法性

合法性

持続可能性

持続可能性
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Ｄ．ＯＡ機器

ａ．記録用メディア
判断の基準 配慮事項

記録用メディア

( ケ ー ス に 適

用)

（直径 １２㎝の

CD-R 、CD-RW 、

DVD±R、DVD±

RW、DVD-RAM）

次のいずれかの要件を満たすこと。

① 再生プラスチックがケース全体重量

の 30％以上使用されていること。

② 厚さ 5mm 程度以下のスリムタイプケ

ースであること、又は集合タイプ(ス

ピンドルタイプなど)であること。

③ 植物を原料とするプラスチックが使

用されていること。

④ 紙製にあっては、古紙パルプ配合率

70％以上であること。また紙の原料

にバージンパルプ(間伐材、合板・

製材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたものを除

く)が原料として使用される場合に

あっては、原料とされる原木はその

伐採に当たって、生産された国にお

ける森林に関する法令に照らし合

法なものであること。

① 材料に紙が含まれる場合で、バー

ジンパルプ(間伐材及び合板・製

材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージ

ンパルプを除く)が原料として使

用される場合にあっては、原料と

される原木は持続可能な森林経

営が営まれている森林から産出

されたものであること。

② 製品の包装は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されてい

ること。合法性

持続可能性
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Ｅ．インテリア・寝装寝具

a.ベッド
判断の基準 配慮事項

ベッドフレーム 金属を除く主要材料が、プラスチック

の場合は①、木質の場合は②、紙の場合

は③の要件をみたすこと。また主要材料

以外の材料に、木質が含まれる場合は、

②ア、紙が含まれる場合は③イの要件を

それぞれ満たすこと。

① 再生プラスチックがプラスチック受

領の１０％以上使用されていること。

② 次の要件を満たすこと。

ア. 間伐材、合板・製材工場から発

生する原木(間伐材、合板・製材

工場から発生する端材等の再生

資源である木材は除く)が、その

伐採に当たって生産された国に

おける森林に関する法令に照ら

し合法なものであること。

イ. 材料からのホルムアルデヒドの

放散速度が、0.02mg/㎡ h以下又

はこれと同等のものであるこ

と。

③ 次の要件をみたすこと。

ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率

50％以上であること。

イ. 紙の原料にバージンパルプ(間伐

材、合板・製材工場から発生す

る端材等の再生資源により製造

されたものを除く)が原料とし

て使用される場合にあっては、

原料とされる原木はその伐採に

当たって、生産された国におけ

る森林に関する法令に照らし合

法なものであること。

① 修理及び部品交換が容易である

等長期間の使用が可能な設計が

なされている、又は、分解が容易

である等部品の再使用もしくは

素材の再生利用が容易になるよ

うな設計がなされていること。

② 製品の包装は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されてい

ること。また包装材の回収及び再

使用又は再生利用システムがあ

ること。

③ 材料に木質が含まれる場合にあ

っては、原料として使用される原

木(間伐材、合板・製材工場から

発生する端材等の再生資源であ

る木材は除く)は持続可能な森林

経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

④ 材料に紙が含まれる場合で、バー

ジンパルプ(間伐材及び合板・製

材工場から発生する端材等の再

生資源により製造されたバージ

ンパルプを除く)が原料として使

用される場合にあっては、原料と

される原木は持続可能な森林経

営が営まれている森林から産出

されたものであること。

合法性

合法性

持続可能性

持続可能性
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Ｆ．役務

a.印刷
判断の基準 配慮事項

印刷 ① 印刷用紙に係る判断の基準（紙類参

照）を満たす用紙が使用されている

こと。ただし冊子形状のものについ

ては、表紙を除くものとし、紙の原料

にバージンパルプ（間伐材及び合

板・製材工場から発生する端材等の

精製資源により製造されたバージン

パルプを除く）が使用される場合に

あたっては、原料とされる原木はそ

の伐採にあたって生産された国にお

ける森林に関する法令に照らして合

法なものであること。

② 古紙再生の阻害要因次に掲げる材

料等が使用されていないこと。ただ

し印刷物の目的から冊子形状のもの

の表紙にやむを得ず次に掲げる材

料等が使用されている場合は、使用

部位、廃棄方法を掲載すること。

（中略）

③ オフセット印刷については、芳香族

成分が１％以下の用材（動植物油系

等の溶剤を含む）のみを用いる印刷

用インキが使用されていること。

① 表紙の表面加工等への有害物資

への発生原因となる物資の使用

が可能な限り抑制されているこ

と。

② 古紙再生の阻害となる付きに掲

げる材料等の使用が可能な限り

抑制されていること。

・ カーボン紙、ノンカーボン紙

・ ビニル又はポリエチレン等のラ

ミネート紙

・ 感熱紙、芳香紙、色紙

③ 原稿入稿後から刷版作成までの

工程において、デジタル化の推進

等(CTP、DDCP 方式の採用等)に

より廃棄物の発生が可能な限り

抑制されていること。

④ 製品の包装は、可能な限り簡易で

あって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されてい

ること。

⑤ 揮発性有機化合物の発生抑制に

配慮されていること。

Ｇ．公共工事

a．資材
判断の基準 配慮事項

製材 ① 間伐材、林地残材又は小径木である

こと。

② ①以外の場合は、原則として使用さ

れる原木は、その伐採にあたって生

産された国における森林に関する法

令に照らして合法な木材であるこ

と。

原料として使用される原木は、(間伐

材、合板・製材工場から発生する端

材等の再生資源である木材は除く)

は持続可能な森林経営が営まれてい

る森林から産出されたものであるこ

と。

合法性
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判断の基準 配慮事項

集成材

合板

単板積層材

① 間伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材又は小径木

の体積比割合が 10％以上であり、か

つそれ以外の原料として使用される

原木はその伐採にあたって、生産さ

れた国における森林に関する法律に

照らして合法な木材であること。

② ①以外の場合は、間伐材、合板・製材

工場から発生する端材等の残材、林

地残材及び小径木以外の木材にあ

たっては、原料として使用される原

木はその伐採にあたって生産され

た国における森林に関する法令に照

らして合法な木材であること。

③ 居室の内装にあたっては、ホルムア

ル デ ヒ ド の 放 散 量が 平均 値 で

0.3mg/L 以下かつ最大値で 0.4mg/L

以下であること。

間伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材及び小径木

以外の木材にあっては、持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

フローリング ① 間伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材又は小径木

を使用していること、かつそれ以外

の原料として使用される原木はその

伐採にあたって、生産された国にお

ける森林に関する法律に照らして合

法な木材であること。

② ①以外の場合は、原料として使用さ

れる原木は、その伐採にあたって生

産された国における森林に関する法

令に照らして合法な木材であるこ

と。

③ 居室の内装にあたっては、ホルムア

ル デ ヒ ド の 放 散 量が 平均 値 で

0.3mg/L 以下かつ最大値で 0.4mg/L

以下であること。

間伐材、合板・製材工場から発生する

端材等の残材、林地残材及び小径木

以外の木材にあっては、持続可能な

森林経営が営まれている森林から産

出されたものであること。

合法性

合法性

持続可能性

持続可能性
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判断の基準 配慮事項

再生木質

ボード

パーティク

ルボード

繊維版

木質系セメ

ント板

① 合板・製材工場から発生する端

材等の残材、建築解体材、使用

済梱包材、製紙未利用低質チッ

プ、林地残材・かん木・小径木

(間伐材を含む)等の再生資源

である木質材料又は食物繊維

の重量比配合割合が 50％以

上であること(この場合再生資

材全体に占める体積比配合率

が 20％以下の接着剤、混和剤

等(パーティクルボードにおけ

るフェノール系接着剤、木質系

セメント板におけるセメント等

で主要な原材料相互間を接着

する目的で使用されたもの)を

計上せずに、重量比配合率を

計算することができるものと

する)。

② 合板・製材工場から発生する端

材等の残材、建築解体材、使用

済梱包材、製紙未利用低質チッ

プ、林地残材・かん木・小径木

(間伐材を含む)等の再生資源

以外の木質材料にあっては、

原料として使用される原木は

その伐採にあたって生産され

た国における森林に関する法

令に照らして合法な木材であ

ること。

③ 居室の内装にあたっては、ホル

ムアルデヒドの放散量が平均

値で 0.3mg/L 以下かつ最大値

で 0.4mg/L 以下であること。

合板・製材工場から発生する端材等

の残材、建築解体材、使用済梱包材、

製紙未利用低質チップ、林地残材・か

ん木・小径木(間伐材を含む)等の再

生資源以外の木質材料にあっては、

原料として使用される原木は持続

可能な森林経営が営まれている森

林から産出されたものであること。

合法性

持続可能性
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(3)木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「林

野庁ガイドライン」と略)は、2006 年 2 月のグリーン購入法における環境物品等

の調達の推進に関する基本方針改正を受けて、林産物の取扱をより円滑に実施す

るために 2006 年 2月に発表された。林野庁ガイドラインには、合法性、持続可能

性の具体的な証明方法等が示されている。

①定義

まず証明目的である合法性、持続可能性について、林野庁ガイドラインは以下

のように定義している。

林野庁ガイドラインにおける合法性の定義では、「森林に関する法令」の遵守だ

けを判断の基準にしており、合法性の定義としては狭義といえる。合法性の広義

の定義としては、例えば次のような項目を要件とする提案もなされている9。

A. 土地所有、保有・利用権

B. 人的・社会的環境

C. コミュニティーの権利、労働者の権利

D. 木材伐採法規・規制

E. 納税

F. 丸太生産証明、丸太輸送

G. 木材加工と製品出荷

「合法性」の定義については、国際的に統一された基準で、どのように合法性

を判断するのか議論が続けられている。

9 H. K. Chen & P. S. Tong, “Legal Timber Definition and Related Issue”, Slide for the Seminar, “Changing
International Markets for Timber what Asian Producers Can Do”, UKTTF,  January, 2007

【林野庁ガイドラインにおける合法性、持続可能性の定義】

A．合法性

伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する

法令に照らし手続きが適切になされたものであること。

B．持続可能性

持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである

こと。
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ただし現段階で大切なのは、複数の判断基準によって立証される合法性を証明

する制度を構築するプロセスとして、「段階的移行が必要」という認識である。初

めから、多くの基準や高いハードルを設定してしまうと、制度が普及しなかった

り、成果が得られなかったりする場合がある。まずは重要なポイントを確実に履

行するシステムを構築・運用して、段階的に評価基準の対象を広げたり、評価水

準を高めたりする手法が必要となる。この段階的な移行によるプロセスの重要性

は、国際的にも認識されるようになってきた。2007 年 2月に全国木材組合連合会

が主催した“違法伐採総合対策セミナー in 東京 2007”においても、複数の海外

招待講演者が、林野庁ガイドラインの合法性定義を、合法性、持続可能性を確立

するために設定された第一段目のステップとして適切であると支持した。

林野庁ガイドラインにおいては、ガイドラインについては「必要に応じて適切

な見直しを行う」と明記しているので、合法性の定義を含め、より高い水準への

引き上げが、将来的に実施されると考えられる。

また林野庁ガイドラインにおける「森林認証制度」、「CoC 認証制度」、「分別管

理」の定義は以下である。

【林野庁ガイドラインにおける関連用語の定義】

① 森林認証制度

独立した森林認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関が森林を経営す

る者の森林管理水準を評価・認証する仕組み。

② CoC(Chain of Custody)認証制度

森林認証を取得した森林から生産された木材・木材製品が、森林認証を取

得していない森林から生産されるものと混じらないように適切な分別管理

を行っていることについて、第三者機関が木材・木材製品を取り扱う事業を

評価・認証する仕組み。

③ 分別管理

合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品が、これが証明されてい

ないものと混じらないように管理すること。
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②木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明方法

林野庁ガイドラインでは、合法性、持続可能性の証明方法として、大きく３

つの方法を提示している。

林野庁ガイドラインが提示した３つの合法性、持続可能性の証明方法の内容は、上

記上段の枠中である。この認証の方法は、上記下段の枠のように解釈できる。最も

確実な合法性、持続可能性を得るための証明方法は、第三者認証である。しかしこ

のような選択肢の用意は、広く段階的発展をめざすシステムには有効である。

この点に関わる事例としては、第三者認証、第二者認証、自己認証の選択を可能

としている米国の森林認証スキームＳＦＩがあげられる。SFI の森林認証は、当初自己、

第二者によって、多くの森林経営が認証されていたが、現在ではほとんどの認証が

第三者による認証で占められている。

林野庁ガイドラインが示した各方法の概要と留意事項は、以下に示している表の

ようである。

Ａ．森林認証制度及びCoC 認証制度を活用した証明方法

概 要 留意事項

森林認証制度及び CoC 認証制度は、持続可能

な森林経営の行われている森林を第三者機関が

評価・認証し、そこから生産された木材・木材

製品を分別管理することにより、消費者が選択

的にこれらを購入できるようにする制度であ

り、これを活用する。

合法性、持続可能性については、森林認証を

取得した森林から生産された木材・木材製品が

CoC 認証と連結し、認証マークが押印された木

材・木材製品、伝票等をもって証明されること

が必要である。

【林野庁ガイドラインにおける合法性、持続可能性の証明方法】

Ａ．森林認証制度及び CoC認証制度を活用した証明方法

Ｂ．森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法

Ｃ．個別企業等の独自の取組による証明方法

【林野庁ガイドラインにおける合法性、持続可能性の証明方法の

認証方法に関する解釈】

Ａ．第三者認証

Ｂ．第二者認証

Ｃ．自己認証
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Ｂ．森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法

概 要 留意事項

森林・林業・木材産業関係団体は、合法性、

持続可能性の証明された木材・木材製品を供給

するための自主的行動規範を作成する。

自主的行動規範においては、合法性、持続可

能性の証明された木材・木材製品の供給に取り

組む当該団体の構成員についてその取組が適切

である旨の認定等（例えば、分別管理体制、文

書管理体制の審査・認定等）を行う仕組み、木

材・木材製品を供給するに当たって留意すべき

事項を定め公表する。

具体的には、認定事業者が直近の納入先の関

係事業者に対して、その納入する木材・木材製

品が合法性、持続可能性を証明されたものであ

り、かつ、分別管理されていることを証明する

書類（証明書）を交付することとし、それぞれ

の納入ごとに証明書の交付を繰り返して合法

性、持続可能性の証明の連鎖を形成することに

より証明を行う。

① 基本的な留意事項

各段階における合法性、持続可能性の証

明書には、対象木材・木材製品の品目、数

量等の基礎的な情報に加えて、関係団体の

自主的行動規範に基づき認定を受けた際に

付与された番号（認定番号）を記載する必

要がある。

② 伐採段階の留意事項

伐採段階においては、①の基本的な留意

事項に加えて、原木の伐採箇所を記載する

とともに、合法性、持続可能性の証明を次

のように行う必要がある。

ア. 合法性については、伐採に当たって原木

の生産される国又は地域における森林に

関する法令に照らし手続きが適切になさ

れた旨を証明書に記載すること。

イ. 持続可能性については、原木が持続可能

な森林経営が営まれている森林から産出

されたものである旨を証明書に記載する

こと。

③ 加工・流通段階の留意事項

加工・流通段階においては、①の基本的

な留意事項に加えて、納入する製品は合法

性、持続可能性の証明がなされたもの又は

その証明がなされた材料を使用して製造さ

れたものである旨を証明書に記載する必要

がある。

④ 納入段階の留意事項

納入段階においては、調達者等の要求に

より、①の基本的な留意事項に加えて、納

入する木材・目合い製品は、合法性、持続

可能性の証明がなされたものである旨を証

明書に記載する必要がある。

⑤ その他の留意事項

ア. 合法性、持続可能性の証明は、証明書に

必要な事項を記載して行うものとする。

ただし、証明に必要な事項を納品書等に

記載することで証明書に代えることがで

きる。

イ. 証明書の記載事項の一部と装用の事項が

記載されている既存の書類（納品書等）

の写しを添付することにより、証明書に

おける同事項の記載を省略することがで

きる。
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Ｃ．個別企業等の独自の取組による証明方法

概 要 留意事項

規模の大きな企業等が上記Ａ．又はＢ．の方

法によらず、独自の取組によって森林の伐採段

階から納入段階等に至るまでの流通経路等を把

握した上で証明を行う。

合法性、持続可能性については、森林・林業・

木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証

明方法と同等のレベルで信頼性が確保されるよ

う取り組む必要がある。

これらの合法性、持続可能性証明にあたって、主に必要となるのは次の３つで

ある。

トレーサビリティーは、木材の伐採箇所まで明らかにできるシステムとし、林

産物は合法的もしくは持続可能に生産されたことを証明する証明書を携えて流通

しなくてはならない。また生産・加工・流通担当者は、認証番号をもって書類を

管理するとともに、合法性、持続可能性が証明されていない木材が、合法性、持

続可能性が証明された林産物に混入しないようにコントロールしなければならな

い。また自己認証の場合は、納入業者が丸太生産から流通・加工過程までのすべ

てを把握し、合法性または持続可能性を証明して納品するという方法等、多様な

ケースがあることを想定している。

Statement of Delivery

認定番号

合法性表示

Statement of Delivery

認定番号

合法性表示

認定番号

合法性表示

納品書を使用した合法性証明書の例

【合法性、持続可能性証明のために必要となる機能】

 トレーサビリティーが可能なスキーム

 分別管理システム

 書類管理

合法性表示

認定番号
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林野庁ガイドラインで示されている認証方法は、前述のように３種類ある。し

かしトレーサビリティーシステムの実施は、主要な森林認証制度で実施されてい

る CoC と同じ方法を基本的概念としている。合法性、持続可能性を証明する伝票・

書類の運用は、マニュフェスト方式でなくても、CoC のように既存の納品書等に

認証番号を記載して運用・管理する方法で良い。林野庁ガイドラインでは、証明

方法の理解を容易にする目的で、イメージ図(参考 1～3)を添付している。

また林野庁ガイドラインにおいては、証明書の保管等について「事業者は、証

明書を一定期間保管することとし、その証明の根拠を求められた場合は関係書類

等を提示できるようにしておく必要がある」と記されている。
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出典(参考１～３): 林野庁『木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン』2006年 2月
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3．森林認証と認証林産物の動向について

―拡大する第三者認証―

(1)森林認証制度の特徴と日本で稼働している森林認証スキーム

森林経営認証と CoC(Chain of Custody)認証は対の柱となって、森林認証制度

を構成している。

主要な森林認証制度では、持続可能な森林経営（森林経営認証）を認証してい

る他、持続可能な森林経営によって生産された林産物の分別・管理を行っている

事業体を認証（CoC認証）している。CoC 認証は、認証林産物のトレーサビリティ

ーを可能にしている。

森林認証のスキームは、森林経営認証、CoC 認証ともに、第三者によって客観

的に評価される第三者による認証でなければならないとともに、定められた基

準・指標を達成した事業体を認証するパフォーマンス認証でなければならない。

現在では国連等の国際機関でも、一般的には ISO を森林認証スキームから除外

している。ISO のような、方針決定、計画、実行、チェック、改善のプロセスを

繰り返しながら業務の改善を図るシステムが認証されただけでは、国際的な森林

認証システムを導入したという評価は得られない。ある企業が ISO14001 によって

森林認証と同じ高水準な森林経営を達成したとしても、ISO14001 の認証を受けた

すべての企業が、持続的森林経営を達成していないからである。

ただし ISO が必要としている企業活動の標準化は、各森林認証のスキームの実

行にあたっても求められる要件である。このためカナダのほとんどの林産企業は、

最初に ISO の認証取得により企業活動の標準化を達成してから、CSA（Canada

Standard Association）やFSCの認証を取得する段階的認証取得方法を採用した。

森林認証を取得するための前段階として、ISO が有効に活用された事実は、特筆

されるべき事例である。

【森林認証によって合法性・持続可能性を証明できる事業体は 521件】

2006 年末現在、日本において FSC、SGEC、PEFC から CoC の認証を受けている

事業体は、521 件である。つまりこの 521 件の事業体が、日本における合法性・

持続可能性木材の取扱を、森林認証・第三者認証によって証明できる事業体で

ある。
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現在、日本で稼働し、利用可能な森林認証スキームは、FSC、SGEC、PEFC の３つ

である。ただし PEFC については、日本では CoC 認証だけが稼働している。

PEFC の森林経営認証が実行されるためには、当該国の森林認証スキームと PEFC

のスキームとの相互承認が必要である。しかし今のところ日本では、既存の森林

認証スキームが、PEFC と相互承認を結んでいない。

ただし CoC については、個別企業が林産物の流通・加工に関して、PEFC の CoC

スキームが実行できる体制にあり、審査を通過すれば PEFC の CoC 認証の取得と実

施が可能である。

このため日本において PEFC のスキームは、CoC では利用できるが、森林経営認

証では機能していない。

【日本で稼働している森林認証スキーム】

 FSC（Forest Stewardship Council）

 SGEC (Sustainable Green Ecosystem Council: 『緑の循環』認証会議)

 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme)

森林経営認証 CoC 認証

FSC ○ ○

SGEC ○ ○

PEFC × ○
注: ○は利用可能、×は利用不可能であることを示す。

【森林認証の特徴】

① 認証の対象

 森林経営（森林経営認証）

 流通・加工業における分別・管理システム（CoC 認証）

② 森林認証スキームであるための特徴的要件

 第三者認証

 パフォーマンス認証
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(2)日本の森林認証

2006 年末 (FSC については 12 月 18 日現在) の日本の森林認証は、約 61 万 ha

である。この面積は、全森林面積の約２％にあたる。スキーム別森林認証面積は、

FSC が約 28万 ha(45％)、SGEC は 34 万 ha(55％)である。

日本初の森林認証は、2000 年に FSC が三重県で実施した。その後、公有林を中

心に FSC の森林認証面積が、2003 年から急速に拡大した。

また 2003 年からは SGEC が認証を開始するとともに、2005 年からは SGEC も認

証面積を大きく拡大している。

2006 年のスキーム別認証面積は、後発の SGEC(33 万 6,922ha)が、FSC(27 万

6,534ha)の森林認証面積を上回った。

登録年次別認証森林面積

12382 15434 15434

175276
201433

266866

204,872

5,182
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450000
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550000
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650000

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

(ha)

注:2006年のFSCの認証面積は、12月18日現在の数値。

SGEC森林認証
開始

FSC

SGEC

336,922ha
55％

276,534ha
45％

613,456ha

資料: FSCウェブサイト、SGEC事務局
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①FSC による森林認証

2006 年 12 月 18 日までに FSC が認証した森林は 27 万 6,534ha、24 件である。

FSC が認証した森林は、地方自治体が所有している公有林が６割を占め、また森

林組合が管理している森林が認証森林面積の約４分の 1 を占めている。FSC の認

証森林面積で最も大きな面積を占めているのは山梨県有林（14万 3,000ha）で、

FSC 認証森林面積の 52％を占めている。山梨県有林の次に広い FSC 認証森林面積

は、石川県のかが森林組合（３万 2,391ha）であるが、それと比較しても山梨県

有林の認証森林面積は突出して広い。

FSC の森林認証面積に占める上位４事業体のシェアは 77％、１万 ha以上の事業

体によるシェアは 81％である。

②SGEC による森林認証

2006 年末の SGEC の認証森林面積は 33 万 6,922ha で、25 の企業・事業体が 32

件の認証を受けている。SGEC が認証した森林は社有林が主体である。上位４事業

体の大手林産物企業またはその企業グループの認証森林の割合は、SGEC 認証森林

面積の９割に達している。すなわち SGEC においては、王子製紙㈱・王子グループ

が14万9,020ha（SGEC認証森林面積の44％）、日本製紙㈱は６万9,620ha（同21％）、

三井物産㈱は４万 4,105ha（同 13％）、住友林業㈱は 4万 246ha（同 12％）の森林

で認証を受けており、４社合計の認証森林面積は 30 万 2,991ha(90％)である。

FSCの認証取得事業体別認証森林面積

山梨県,
143,000ha, 52%

かが森林組合,
32,391ha, 12%

社団法人兵庫み
どり公社,
25,526ha, 9%

諸塚村,
12,096ha, 4%

梼原町森林組合,
11,312ha, 4%

その他21事業体,
52,209ha, 19%

資料: FSCウェブサイト 注:2006年12月18日現在
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【森林認証の特徴】

 FSC ・・・公有林、森林組合が管理している森林主体

 SGEC・・・社有林主体

 上位４企業・事業体が占めるシェアは、FSC が 77％、SGEC

は 90％。

スキーム別所有形態別認証面積

60.7% 25.4% 13.9%

92.2%

2.1%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FSC

SGEC

公有林 森林組合 その他私有林

資料: FSCウェブサイト、SGEC事務局         注: FSCの資料は2006年12月18日現在の数値

スキーム別所有形態別認証森林面積

SGECの認証取得企業別認証面積

三井物産㈱,
44,105ha, 13% 日本製紙㈱,

69,620ha, 21%

住友林業㈱,
40,246ha, 12%

その他21事業体,
33,931ha, 10%

王子製紙㈱・王
子製紙グループ,
149,020ha, 44%

資料: SGEC事務局     注: 2006年末現在
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(3)CoC 認証の取得状況

日本で CoC 認証取得が可能なスキームは、FSC、SGECと PEFC である。日本にお

ける CoC 認証は、2000 年に FSC が開始した。SGEC と PEFC の CoC 認証は、ともに

2004 年から開始されている。

前述のように、認証林産物の生産量や流通量を把握しているシステムや統計は

ない。よってどれだけの認証林産物が流通しているかを類推するためには、CoC

認定取得事業体数とともに、認定事業体がどのような認証林産物を取り扱ってい

るかを集計する以外に手段がない。

ここでは CoC認定事業体の分析を次のような目的をもって行う。

第 1は、認証林産物が流通するためのネットワークがどの程度構築されている

かの指標とするためである。

第２は、どのような認証林産物が流通しているかの指標を得るためである。

【CoC 認定事業体数のカウント方法】

日本における CoC 認証取得者を検討するにあたっては、CoC 認定の範囲がスキーム

ごとに異なる。注意しなければならないのは、素材生産に関わる部分である。

すなわち FSC では CoC が素材生産からスタートするという認識にたって、素材生産

を行う森林所有者の審査にあたっては、森林経営認証の審査とともに CoC 認証の審査

も行っている。このため FSC が森林所有者認証に付与する認証番号は“FM/CoC-×××

×”と示され、森林所有者には森林経営認証と、CoC 認証の２つの認定書が与えられ

る。よって FSC の CoC 認定事業体数をカウントする際には、森林経営認定事業体も素

材生産に関わるCoC 認証を得ていることから、CoC 認証事業体数に合算する。

一方でSGECの森林経営認証については、FSCのように森林経営事業体にCoC認証（「分

別・管理システム認証」）を与えていない。すなわち SGEC では森林経営の中に素材生

産が含まれているという概念で認証を行っているので、森林認証取得者が行う“自伐”

については、あえて CoC 認証証書を発行していない。スキーム間の比較を行う観点か

らも、ここでは、FSC と同様のカウントを行う必要があるので、SGEC の CoC 認証事業

体をカウントする際にも、CoC 認証事業体数に森林経営認証事業体数を合算する。

なお PEFC については、前述のように日本では森林経営認証を行っていないので、

PEFC から発表されている CoC 認証取得事業体数をそのまま使用する。
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2006 年末現在、日本において FSC、SGEC、PEFC から CoC の認証を受けている事

業体は、521 件である。つまりこの 521 件の事業体が、日本における合法性・持

続可能性木材の取扱を森林認証・第三者認証によって証明できる事業体である。

2006 年末のスキーム別 CoC 認証件数は、FSC429 件(82％)、SGEC71 件(14％)、

PEFC21 件(４％)と、FSC が圧倒的なシェアを占めている。

スキーム別CoC認証取得事業体数(2006年末現在)

FSC, 429件, 82%

PEFC, 22件, 4%

SGEC, 71件, 14%

資料: FSCウェブサイト、SGEC事務局、PEFCアジアプロモーションズ

登録年次別スキーム別CoC 認証取得事業体数
（単位：件)

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

合 計 5 6 36 116 217 323 521

FSC 5 6 36 114 205 289 429

SGEC － － － 2 9 26 71

PEFC － － － － 3 8 21

注１：2006年の FSCの森林認証面積は、12月 18日現在。FSCの認証件数は、2006年にウェブサイトで公表されて

いた認証取得年を集計しているため、2006年を除き、年別数値は正確な数値ではない。2005年以前にFSC

の認証から脱退した事業体がある。

注２：SGECの CoC認証取得事業体数は、2003年 0件、2004年 2件、2005年 10件、2006年 45件であるが、SGEC

では森林経営認証に素材生産のCoC認証を含めているため、この表ではCoC認証取得事業者数に森林経営認

証取得事業者数を合算している。また王子製紙と王子製紙グループは、同一の事業体とみなして集計した。

資料: FSCウェブサイトデータ、PEFCアジアプロモーションズ資料、『緑の循環』認証会議資料

スキーム別 CoC認証取得事業体数(2006 年)
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① FSC の CoC 認証の特徴

FSC の CoC 認証を構成している事業体の特徴は、紙、印刷関係の事業体の多さ

にある。FSC の CoC認証取得事業体数 429件の内、185 件(43％)は、紙の裁断、印

刷や、印刷した紙をカレンダー、製品ケース等に加工している「紙印刷・加工」

を、136 件(32％)は「紙流通」を CoC の登録業種とした事業体である。第３位以

下は製材 43 件(10％)、素材生産 35 件(８％)、丸太流通 21 件(５％)等であり、上

位２業種に対して極端に数が少なくなっている。

FSC CoC認証取得事業体の業種 (2006年末現在)
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製材品流通

家具製造

住宅等建築

製紙

木製品・木工品製造

丸太流通

素材生産

製材

紙流通

紙印刷・加工

資料:FSCウェブサイト
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FSCのCoC認証が多い背景には、コピー機械メーカーの環境対応方針があった。

コピー機械メーカーは、製作しているコピー機械だけでなく、製作したコピー機

械で使用する紙も環境対応商品を使用できるよう製紙業界に働きかけた。

またカレンダーや環境報告書等、自社名が記載され、宣伝にもなるような印刷

物に認証紙を使用して、環境対応企業であることをＰＲしようとする企業の方

針・戦略等も、FSC の CoC 認定事業体数増加に影響している。

さらに認証原料と非認証原料、または認証原料と再生原料との混合を、正確に

コントロールしながら実施すれば、FSC ラベルの貼付を可能としたことも、FSC

において紙関係の CoC認証取得事業体数が増加した要因である。

FSC は 2007 年 12 月 21 日現在、世界 76 カ国で森林認証をしており、総認証森

林面積は 8,429 万 ha に達している。地域別には欧州 3,951 万 ha、アフリカ州 249

万 ha、オセアニア州 128 万 ha、アジア州 406 万 ha、アメリカ州 3,695 万 ha であ

る。また CoC認証取得事業体は、世界 86カ国に 6,268 件存在している。FSCの CoC

認証取得のメリットは、広範囲な地域の認証林産物を取り扱えることにある。

例えば日本の紙関係企業のように、海外からの原料調達が必要な企業で、取引

先から認証林産物を取り扱いたいとの意向を受けた場合、自ら CoC 認証を取得す

れば、認証林産物を輸入し、その商品やその商品を加工した加工品を認証林産物

として販売できる。また海外の山林経営者や関係する輸出業者と同じスキームの

CoC 認証を取得して、認証林産物のチェーンを構築することもできる。

FSC の CoC 認証取得事業体で多くを占める紙・印刷関係の CoC 認証は、2003 年

から増加し始めた。2003 年の時点で、日本で稼働している森林認証・CoC のスキ

ームは、FSC しかなかった。このため紙・印刷関係事業体は FSC の認証を取得す

る。そして一度ネットワークが形成されると、関係事業体にも認証取得が波及し、

CoC 認証取得事業体の増加をもたらした。

なお SGEC は 2004 年から CoC 認証を始めているが、SGEC は他のスキームとの相

互承認を行っていない。このため海外から CoC を経て輸入する認証林産物は、FSC

か PEFC のスキームによらなくてはならない。PEFC もプロモーション活動を行っ

ているが、WWF 等国際的環境保護団体が後押しする FSC と比較すると、事務局体

制が小さく組織力という点でも不利であった。

② SGEC の CoC 認証の特徴

SGEC は『緑の循環』認証会議が実施している認証スキームであり、海外の他の

認証スキームとの相互承認も行っていないため、認証している森林は日本国内の

森林のみである。このため CoC で取り扱っている林産物は、認証された国産材の
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みである。取扱品目は「ソリッド製品」に偏重し、高付加価値製品としては集成

材が登場するだけである。紙を含む「ファイバーコンポジット林産物」は、今の

ところ登場していない。

SGECのCoC認定取得事業体の事業別件数
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資料: SGEC事務局

注:
①CoC認証取得事業体数
は71件。

②1つの事業体が、複数
の事業を実施してい
る場合がある。
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2006 年末に SGEC の CoC 認証取得事業体数は71 件であり、最も多いのは素材生

産業で 42 件（内 32 件は森林経営認証）（60％）である。次いで多いのは製材 22

件（31％）、丸太流通 10件（14％）である。特徴的なのはプレカット、建築業が

それぞれ 8件（11％）認証を取得していることである。

SGEC の CoCは、認証された国産材だけが流通しているため、CoC を構成する事

業体の業種は、国産材の流通形態を反映している。

③ PEFC の CoC 認証の特徴

2006 年末までに 21件の PEFC による CoC認証が、日本の事業体に対して発行さ

れている。PEFC の CoC 認証事業体数はまだ少ない。しかし CoC 認証取得事業体が

取り扱っている品目は、チップ、合単板、木質ボード、紙、パルプ等多彩であり、

PEFC の国際的な広がりを勘案しても、今後認証件数が増加すると考えられる。

PEFCと相互承認している国・スキームは21件であり、認証森林面積は１億9,605

万 ha と、スキーム別森林認証面積としては世界最大である。また CoC 認証取得事

業体は 28カ国、2,935 件に達している。このため輸入林産物を取り扱っている事

業体にとって PEFC の CoC 認証は、広大な認証森林を背景に、多くの国々を結ぶ

CoC ネットワークが仕入先の選択肢を多く提供するため、活用しやすい認証スキ

ームである。PEFC の認証森林の 29％ (5,743 万 ha)と CoC認証取得事業体の 97％

(2,855 件)は、ヨーロッパ州に存在している。このためヨーロッパと認証林産物

取引を行いたい事業体にとっては、PEFC の CoC は特にメリットがある。

なおカナダとアメリカにおいて、PEFC は SFI と CSA と相互承認しており、併せ

て１億 2,779 万 ha（PEFC 認証森林面積の 66％）を認証している。ただしカナダ

とアメリカにおける PEFC の CoC 認定事業体数は、36件と少ない。これは PEFC が

SFI の CoC を相互承認していないためである。SFI と PEFC は、CoC の相互承認の

ための検討を続けるので、SFIの CoCが PEFC によって是認されれば、今後、両国

における PEFC の CoC認証事業体数は、飛躍的に増加するとみられる。
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PEFCのCoC認証取得事業体の事業別件数(2006年末現在)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

0 1 2 3

LVL製造

単板流通

合板流通

木質ボード流通

パルプ流通

製紙

紙流通

建築

合板製造

丸太流通

製材

集成材製造

単板製造

印刷・紙加工

木工品生産

日曜雑貨品

チップ流通

製材品流通

資料: PEFCアジアプロモーションズ

CoC認証取得事業体数
は21事業体。複数の事業
を実施している事業体が
ある。

CoC 認証取得事業体は 21

事業体。複数の事業を実

施している事業体があ

る。
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FSC、PEFC の森林認証面積、CoC 認証事業体数
（ha、件）

FSC PEFC

森林認証+CoC認証合計

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証

件数

計 84,291,464 876 5,392 196,050,826 2,935

（ha、件）

FSC PEFC

森林認証+CoC認証アフリカ州

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証

件数

カメルーン 41,965 1 0 0 0

コンゴ 296,000 1 0 0 0

ケニア 1,825 1 2 0 0

ナミビア 0 0 2 0 0

モロッコ 20,270 1 2 0 1

モザンビーク 24,821 1 0 0 0

ナミビア 198,193 2 0 0 0

南アフリカ 1,665,418 24 85 0 0

スワジランド 86,874 2 5 0 0

タンザニア 15,560 1 0 0 0

ウガンダ 35,000 2 0 0 0

ジンバブエ 108,431 3 5 0 0

小 計 2,494,357 39 101 0 1

(ha、件)

FSC PEFC

森林認証+CoC認証オセアニア州

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証

件数

オーストラリア 550,391 6 31 8,541,296 3

ニュージランド 673,900 19 52 0 0

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 19,215 1 1 0 0

ソロモン 39,402 1 0 0 0

小 計 1,282,908 27 84 8,541,296 3

(ha、件)

FSC PEFC

森林認証+CoC認証アジア州

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証

件数

中国 441,590 4 220 0 3

香港 0 0 16 0 0

インド 0 0 4 0 0

インドネシア 739,368 5 36 0 0

日本 269,718 25 382 0 21

韓国 36,710 2 1 0 0

ラオス 44,985 2 0 0 0

マレーシア 71,664 3 65 0 0

フィリピン 0 0 5 0 0

シンガポール 0 0 14 0 0

ネパール 10,045 1 1 0 0

ロシア 2,413,555 5 0 0 0

スリランカ 16,251 4 7 0 0

台湾 0 0 15 0 0

タイ 2,730 2 9 0 0

ベトナム 9,904 1 105 0 0

小 計 4,056,520 54 880 0 24
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(ha、件)

FSC PEFC

森林認証+CoC認証ヨーロッパ州

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証件

数

アンドラ 0 0 1 0 0

オーストリア 5,039 5 47 3,374,000 276

ベラルーシ 2,501,501 7 2 0 0

ベルギー 9,636 4 89 248,789 75

ﾎﾞｽﾆｱ・ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ 20,841 2 0 0 0

ブルガリア 21,427 2 2 0 0

クロアチア 1,988,480 1 49 0 0

チェコ 22,267 4 20 1,976,000 233

デンマーク 589 2 65 26,880 17

エストニア 1,064,004 3 29 0 0

フィンランド 9,490 2 15 22,144,082 109

フランス 15,325 4 130 4,256,740 946

ドイツ 578,679 85 416 7,193,844 597

ギリシャ 31,526 1 0 0 0

ハンガリー 193,166 3 12 0 2

アイルランド 438,360 3 22 0 0

イタリー 22,108 10 180 637,846 48

ラトビア 59,475 3 97 37,860 3

リヒテンシュタイン 7,372 1 2 0 0

リトアニア 1,069,122 43 28 0 0

ルクセンブルグ 0 0 5 21,630 4

オランダ 162,324 13 352 0 22

ノールウェー 5,100 1 11 9,231,700 6

ポーランド 6,579,417 20 360 0 0

ポルトガル 73,612 3 15 50,012 4

ルーマニア 1,124,412 3 25 0 0

ロシア 9,855,696 30 38 0 0

スロバキア 162,899 5 21 336,396 0

スロベニア 0 0 21 0 0

スペイン 132,055 9 57 565,832 72

スウェーデン 10,444,880 21 110 6,943,403 65

スイス 428,351 25 281 380,846 47

ウクライナ 790,141 6 2 0 0

イギリス 1,692,525 52 648 0 329

小計 39,509,819 373 3,152 57,425,860 2,855
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FSC、PEFC の森林認証面積、CoC 認証事業体数(つづき) (ha、件)

FSC PEFC

森林認証+CoC認証アメリカ州

認証面積 認証件数

CoC認証

件数

森林認証

面積

CoC認証

件数

カナダ 18,892,891 39 204

アメリカ 7,675,124 104 622
127,789,774 36

アルゼンチン 136,289 11 10 0 0

ベリーズ 104,888 1 1 0 0

ボリビア 1,986,517 16 29 0 0

ブラジル 5,143,272 72 200 762,657 2

チリ 403,706 16 21 1,531,239 14

コロンビア 58,749 3 1 0 0

コスタリカ 77,075 20 8 0 0

エクアドル 29,721 3 0 0 0

ガテマラ 514,563 14 10 0 0

ガイアナ 584,404 1 0 0 0

ホンジェラス 49,151 3 5 0 0

メキシコ 787,783 46 21 0 0

ニカラグア 21,191 5 6 0 0

パナマ 10,047 6 2 0 0

パラグアイ 2,700 2 3 0 0

ペルー 80,666 3 11 0 0

ウルグアイ 249,473 17 19 0 0

ベネズエラ 139,650 1 2 0 0

小計 36,947,860 383 1,175 130,083,670 52

注: PEFCの認証の内、カナダ・アメリカのSFIによる認証面積は54,376,769haであるが、

PEFCは SFIの CoC認証については、相互承認していない。カナダCSAによる認証面積

は 73,413,005ha、CoC認証件数は36件。

資料:FSC、PEFCウェブサイト

注:2007年２月末に FSC、PEFCの各ウェブサイトに掲載されていた数値を集計。
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④ 森林認証、CoC 認証の都道府県別分布

【全国的に広がりはじめた認証森林】

2006 年末における日本の認証森林面積は 61 万 3,455ha であり、全森林面積の

２％に過ぎない。しかし森林認証面積は引き続き拡大傾向で、認証森林は全国に

点在するようになってきた。2006 年末の時点で、認証森林が存在する都道府県は

38 都道府県に達している。2006 年末に認証森林が存在しない府県は、群馬、茨城、

埼玉、滋賀、大阪、香川、佐賀、長崎、沖縄の９府県である。なお認証森林が存

在しない群馬県と香川県では、2007 年３月に、SGEC の森林認証が実施される予定

である。

認証林の分布状況 （2006年末現在）

区 分 都道府県名

SGEC と FSC の認証林が存在す

る都道府県

北海道、岩手、山形、神奈川、山梨、長野、岐阜、三重、兵庫、

岡山、広島、高知、熊本、大分、宮崎（15道県）

SGEC の認証林のみが存在する

都道府県

青森、宮城、秋田、福島、栃木、千葉、東京、新潟、富山、福

井、静岡、愛知、京都、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、徳

島、愛媛、福岡、鹿児島（22都府県）

FSCの認証林のみが存在する都

道府県

石川（１県）

認証林が存在しない都道府県 群馬、茨城、埼玉、滋賀、大阪、香川、佐賀、長崎、沖縄

（９県）

スキーム別の分布状況については、SGEC が FSC よりも広く分布している。すな

わち SGEC の認証林が存在する都道府県は 37 都道府県であるのに対して、FSC は

16 道県である。

SGEC の認証森林が全国に広く分布している要因は、全国各地に山林を所有する

大手林産物企業の SGEC 森林認証取得である。王子製紙とそのグループ会社は、16

道都県、日本製紙は 17 道県、住友林業は７道県、三井物産は 22道府県に所在す

る社有林で、SGEC 認証を取得している（「SGEC 認証森林リスト」参照）。

【認証森林面積は北海道と山梨で広い】

日本の認証森林面積 61 万 3,455ha の内、38％（23万 1,511ha）は北海道に、23％

（14 万 3,274ha）は山梨県に位置している。次いで面積が広いのは石川県（３万

2,391ha）、宮崎県（３万 943ha）であるが、両県の認証森林面積が全国の認証森

林面積に占める割合は、それぞれ５％である。
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認証森林面積が最も広い北海道の森林認証は、SGEC による認証森林面積が、道

内の認証林面積の 96％を占めている。北海道の SGEC による森林認証では、王子

製紙とそのグループ企業、日本製紙、住友林業、三井物産の認証林が 21万 9,367ha

と、道内の認証面積の 95％を占めている。その他は、紋別市市有林（2,243ha）、

オホーツク中央森林組合（316ha）が SGEC による森林認証を、下川町森林組合

（5,991ha）、美幌町森林組合（3,028ha）が FSC による森林認証を取得している。

北海道内の認証森林が SGEC の認証森林面積に占めるシェアは 66％であり、第２

位の宮崎県（６％）以下を大きく引き離している。

認証森林面積の広さでは全国２位の山梨県では、前述した FSC による山梨県有

林 14万 3,000ha がほとんどのシェアを占めている。山梨県有林以外の山梨県にお

ける認証森林は、王子製紙社有林の 274ha（SGEC）のみである。また第２位の石

川県はかが森林組合が管理している森林であり、第 3位の兵庫県は、兵庫みどり

公社の森林である。

スキーム別都道府県別認証森林面積

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FSC

SGEC

合計 ①北海道 38％ ②山梨県 23％
④宮崎県 5％

③石川県 5％
その他
29％

①北海道 66％
②宮崎県 6％

③熊本県 4％

④愛媛県 4％

その他
34％

①山梨県 52％
②石川県 12％

③兵庫県 9％
④岩手県 6％

その他
21％

(2006年末現在)

資料: SGEC事務局、FSCウェブサイト
注: FSCについては、12月18日現在
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【森林認証による CoCの機能がみられない都道府県は、滋賀と沖縄のみ】

CoC 認証取得事業体も日本全国でみられるようになった。CoC 認証取得事業体数

は、2006 年末現在で 521 件とまだ少ないが、滋賀と沖縄を除く 45 都道府県に存

在している。

CoC 認証取得事業体が最も多いのは東京で、事業体数は 186 件と全体の 39％を

占めている。東京の CoC 認定取得事業体は、第２位の大阪（36 件）とともに、紙、

印刷部門の業種が特に多い。

日本で最も広くCoC認定取得事業体が分布しているスキームは、数の上でも429

件と多い FSC であり、40 都道府県に分布している。同じく SGEC は 17 都道県、PEFC

は９都道府県に分布している。

CoC 認証取得事業体が存在する 45 都道府県の内、SGEC、FSC、PEFC の認証取得

事業体が存在するのは、北海道、東京、静岡、宮崎の４道都県である。

CoC 認証取得事業体の分布

区 分 都道府県名

SGEC、FSC、PEFC の CoC 認証取

得事業体が存在する都道府県

北海道、東京、静岡、宮崎

（４道都県）

SGECとFSCのCoC認証取得事業

体が存在する都道府県

栃木、埼玉、千葉、広島、徳島、香川、愛媛、高知、熊本

（９県）

FSCとPEFCのCoC認証取得事業

体が存在する都道府県

神奈川、福井、愛知、大阪

（４府県）

SGECのCoC認証取得事業体が存

在する都道府県

秋田、島根、山口、鹿児島

（４県）

FSC の CoC 認証取得事業体が存

在する都道府県

青森、岩手、宮城、山形、福島、群馬、茨城、新潟、富山、石

川、山梨、長野、岐阜、三重、京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥

取、岡山、福岡、佐賀、大分 （23府県）

PEFCのCoC認証取得事業体が存

在する都道府県

長崎

（１県）

CoC 認証取得事業体が存在しな

い都道府県

滋賀、沖縄

（２県）
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都道府県別スキーム別森林認証面積、CoC 認証取得事業体数a

(2006年末現在)

SGEC FSC PEFC 合計

森林認証

面積

CoC認証

事業体数

森林認証

面積

CoC認証

事業体数

CoC認証

事業体数

森林認証

面積

CoC認証

事業体数

北海道 222,492 9 9,019 12 1 231,511 22

青森 1,257 *** 0 1 0 1,257 1

岩手 2,316 *** 17,626 16 0 19,942 16

宮城 6 *** 0 2 0 6 2

秋田 188 *** 0 0 0 188 ***

山形 699 *** 955 7 0 1,654 7

福島 1,002 *** 0 11 0 1,002 11

栃木 2,506 6 0 4 0 2,506 10

群馬 0 0 0 1 0 0 1

茨城 0 0 0 1 0 0 1

埼玉 0 1 0 11 0 0 12

千葉 47 1 0 7 0 47 8

東京 115 7 0 172 12 115 191

神奈川 749 *** 41 13 1 790 14

新潟 1,748 *** 0 1 0 1,748 1

富山 81 *** 0 2 0 81 2

石川 0 0 32,391 9 0 32,391 9

福井 4,535 *** 0 3 1 4,535 4

山梨 274 *** 143,000 12 0 143,274 12

長野 1,103 *** 207 8 0 1,310 8

岐阜 9,186 *** 5,446 8 0 14,632 8

静岡 3,794 6 0 5 2 3,794 13

愛知 210 *** 0 13 1 210 14

三重 2,022 *** 11,048 25 0 13,070 25

滋賀 0 0 0 0 0 0 0

京都 9,674 1 0 4 0 9,674 5

大阪 0 0 0 35 1 0 36

兵庫 316 *** 25,526 7 0 25,842 7

奈良 3,461 1 0 2 0 3,461 3

和歌山 4,294 1 0 2 0 4,294 3

鳥取 1,430 1 0 1 0 1,430 2

島根 2,851 *** 0 0 0 2,851 ***

岡山 58 *** 1,270 3 0 1,328 3

広島 4,882 12 2,150 3 0 7,032 15

山口 1,726 *** 0 0 0 1,726 ***

徳島 1,064 6 0 1 0 1,064 7

香川 0 2 0 1 0 0 3

愛媛 11,819 1 0 5 0 11,819 6

高知 3,778 3 11,312 8 0 15,090 11

福岡 53 *** 0 3 0 53 3

佐賀 0 0 0 1 0 0 1

長崎 0 0 0 1 1 0 2

熊本 14,512 5 75 1 0 14,587 6

大分 920 *** 4,090 2 0 5,011 2

宮崎 18,565 8 12,379 5 1 30,943 14

鹿児島 3,185 *** 0 0 0 3,185 ***

沖縄 0 0 0 0 0 0 0

合計 336,922 71 276,534 429 21 613,456 521
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a
注１：SGECの森林認証取得事業体数については、王子製紙、王子製紙グループを、同一の事業体とみなし

て集計した。

注２：CoC認証取得事業体数合計の下欄の事業体数の数値は、CoC認証取得事業体数と森林認証取得事業体

数の合計。

注３："***"印は、他県に所在する事業体が所有する認証森林の存在を示し、素材生産・出荷に関して CoC

が機能することを示している。

注４：FSCの森林認証面積は 2006年 12月 18日現在。

資料：SGEC事務局、FSCウェブサイト、PEFC
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(4)森林認証に関わる動向

①“NPO 法人 日本森林管理協議会”発足

2006 年 8 月東京都からの認可を受けて、NPO 法人 日本森林管理協議会が発足

した。この協議会は、FSC の森林認証、CoC 認証を推進・普及するために設立さ

れた組織である。

2004 年１月、FSC は FSC

の会員の代表として選ば

れ、FSC 国際本部と協力し

てFSCの目的や情報を発進

して国内での認証に関す

る議論を展開するFSC日本

連絡担当（FSC National

Contract Person）の設置

を認めた。その後日本連絡

担当の調整により、FSC 会

員を中心としたFSC日本推

進会議設立準備局が設立

された。そして約 3年の準

備期間を経て設立された

のが、日本森林管理協議会

である。

日本森林管理協議会は、

今後、日本を対象とした基

準・指標の作成を行い、FSC

各国諮問委員会、FSC 国内

事務所の設立に向けて進

む予定になっている。 日本森林管理協議会発足を伝えるニュースレター

（http://www.fsc-japan.or.jp）



50

② 地域ネットワーク形成の動き

森林認証、CoC 認証を通じて、認証木材や地域材の需要を拡大しようとする地

域ネットワークを形成する動きが、2006 年度に入ってからも、複数みられるよう

になった。代表的な事例は、いくつかの地域で行われている「認証の家」の建築

である。「認証の家」とはいうまでもなく、認証森林で生産された木材を、CoCを

通じて加工し、それを材料に建築・販売された住宅である。「認証の家」の主な事

例として、業界紙では以下の６事例を紹介している1。

「認証の家」の主な事例

CoC 認証取得者・団体 地 域 認証材入手先 取り組み内容

輝建設 大阪府 梼原町森林組合、三

重県内の認証林

03年開始、通算 21棟

を完工

生地の家ネットワーク 熊本県 諸塚村内の認証林 06 年開始、８棟目を

建設中

FSC

（使用木材の

７ 割が認 証

材）

住田住宅産業 岩手県 気仙地方森林組合 町営住宅１棟を認証

の家として建設中

菊池建設 静岡県 日本製紙北山社有林 05年開始、通算 50棟

を完工

日光地区木材流通研究

会

栃木県 高見林業 06年秋、1棟目が完工

SGEC

（使用木材の

うちの認証材

の 割 合を 提

示） 新産住拓 熊本県 日本製紙九州社有林 天然乾燥中、07 年竣

工目指す

2006年 12月 18日現在、日刊木材新聞調べ

出典：2007年 1月６日付け『日刊木材新聞』

上記表によれば、2006 年 12月 18 日時点で「認証の家」の建築実績は、建築中

の物件も含めて 81件にすぎない。しかし認証材を用いた住宅建築は、認証森林資

源と、製材等木材加工業、建築業による総合的な CoC の連携がなければできない。

そして「認証の家」の建築は、５府県に広がっている。このような森林経営から

製材・加工、流通、住宅建築までの関係業種の総合的連携が５府県に渡って実施

されていることから、日本における森林認証は 2000 年に始まってから７年間を経

て、ようやく目に見える成果があがりつつある段階に達したと判断したいところ

である。

森林認証の取得にあたっては、既存の流通ルートに関わる企業が、同時期に取

得する傾向が、より色濃くなり、以前から存在していたネットワークに認証材を

乗せて流通させる形態が多くなってきている。

以下では、各地域で行われている森林認証と認証材を活用した地域ネットワー

1
2007年 1月 6日付け『日刊木材新聞』
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クの事例をいくつか紹介する。

③ SGEC における地域ネットワーク

SGEC の森林認証は合計 32 の事業体が取得し、これら森林認証取得事業体と併

せて 71 件の事業体が SGEC の CoC に参加している。CoC 認証事業体との連携を構

築して、認証材の需要を地域で拡大すべく、SGEC の CoCを活用した地域ネットワ

ークを形成しようとする動きが出始めている。

【栃木県内の SGEC グループ】

栃木県におけるSGEC認証森林

面積は 2,506ha で、同県で森林

認証を受けているのは、斎藤正

氏(高見林業)の経営林 (226ha)

と王子製紙グループの社有林

(2,280ha)である。

また CoC 認証取得事業体は 10

事業体であるが、その内、SGEC

の認証による CoC 認証取得事業

体は 6事業体である。CoC 認証取

得事業体は斎藤正氏(高見林

業)(素材生産)、㈲西村材木店

(プレカット)、㈲田村材木店(プ

レカット)、㈱コトブキ栃木工場

(木材加工)、㈲八汐木工(木材加

工)、㈲響屋(木造建築)の 6事業

体で、これらの事業体によるネ

ットワーク構築により、栃木県

内で生産された SGEC 認証材を、

最終消費財である住宅や木工品

として生産・販売することが可

能になった。

栃木県内の SGEC グループは、日光地区木材流通研究会のメンバーを中心に構

成され、小規模な業者が認証材を活用することで、木材関連産業の活性化をはか

るだけでなく、建築する住宅の施主に、安心感をも提供できるビジネスモデルと

栃木県内での SGEC グループ(日光地区木材流通研究

会メンバー)の取り組みを伝える2006年 12月 7日付

け『日刊木材新聞』
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して注目されている。

このグループでは年間 1,800㎥の丸太を生産する斎藤正氏の森林から生産され

た原木を、5 つの CoC 認証取得事業体が製材・加工し、さらに「森林認証の家」

として認証材を使用した住宅を提供する。栃木県における「森林認証の家」第１

号は、斎藤正氏の山林から生産された丸太を田村材木店(製材・プレカット)が資

材の加工を担当し、㈲響屋(木材建築業)によって那須塩原市に建てられた。2006

年１月現在、宇都宮市に２棟、上三川町に１棟の「森林認証の家」が建設中であ

る2。

【静岡県菊池産業㈱を核とした SGEC 認証材ネットワーク】

静岡県の菊池建設㈱は 2005 年に SGEC の

CoC 認証を取得し、以後、認証材を使用した

住宅を 50 棟建設している。認証材は静岡県

富士市に位置する日本製紙㈱北山社有林か

ら仕入れ、静岡市の渡辺製材㈱が製材してい

る。現在、日本製紙㈱北山社有林の認証材は、

菊池建設㈱のみに出荷されている。

菊池建設㈱の認証材取扱方針は、「年間 320

棟の木造住宅を供給、全ての住宅に認証材を

使っていくという大掛かりなもの。16 年

2,700㎥、17年は 2,500㎥、18年も 2,000㎥

立木を菊池建設向けに販売、渡辺製材が立木買いをして、冬場に択伐を行い、半

年間の葉枯らしを掛けて製材、天然乾燥を行い、仕上げ、プレカットを行って建

築に」3使っている。

また同社は従来から取引のあった徳島県と香川県の木材企業にも SGEC の CoC

認証取得を働きかけ、四国からも認証材を獲得して、「認証の家」の建設をすすめ

ている。

【熊本県でも「認証の家」建築を準備中】

熊本県の新産住拓㈱は、かねてから菊池建設㈱と親交があった企業であり、菊

池建設㈱が新産住拓㈱に SGEC 認証取得をすすめた結果、新産住拓㈱でも SGEC の

2
2007年 1月 7日付け『日刊木材新聞』より一部抜粋

3
2007年 1月 6日付け『日刊木材新聞』

菊池建設㈱が使用している認証

製材品
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CoC 認証を取得したといわれている。新産住拓㈱は日本製紙㈱九州地方社有林の

認証材を、同社有林の素材生産を担当している㈱南栄を通じて入手し、「認証の家」

建設に向けて、現在準備をしている。

【オホーツク産材ブランド確立へ －北海道紋別市での動き－】

北海道の森林認証面積は 23万 1,511ha、内、SGEC による認証森林面積は 22万

2,492ha(96％)である。また CoC認証取得事業体数は 22事業体で、内、SGEC の CoC

認証取得事業体数は９事業体である。

北海道における森林認証取得事業体は大きく２つに区分できる。

一つ目は王子製紙㈱とそのグループ、日本製紙㈱、住友林業㈱、三井物産㈱の

大手林産企業による認証の取得である。これら大手林産物企業４社の北海道にお

ける SGEC 森林認証取得面積は 21万 9,366ha であり、この面積は北海道の全認証

森林面積の 96％、北海道の SGEC 認証森林面積の 99％にあたる。

二つ目は北海道紋別市と紋別市内の企業による森林認証、CoC 認証取得の動き

である。

北海道では大手林産企業以外の森林認証３件は、いずれも紋別市で行われてい

る。これらは佐藤木材工業社有林（569ha）、紋別市市有林（2,243ha）、オホーツ

ク中央森林組合（316ha）による森林認証取得であり、認証森林面積の合計は

3,128ha に達している。

また紋別市内には、大手林産物企業の認証森林があり、これらと併せると、紋

別市内の認証森林面積は２万 3,501ha と、市内の森林面積の 60％に達している。

さらに西紋地域（紋別市、興部町、西興部村、雄武町、滝上町）には、日本製紙

㈱（3,927ha）、王子グループ（9,083ha）、住友林業㈱（15,314ha）の認証森林が

あり、この地域の認証森林面積は３万 1,451ha と、地域の森林面積の 37％が認証

森林で占められている4。

また北海道の森林認証取得事業体以外の CoC認証取得事業体は、佐藤木材工業

㈱・やまさ㈿集成材工場（製材、集成材製造）、横内林業（製材、チップ製造）、

鈴木建設㈱エブリーハウス（木製品・家具製造、建材製造、集成材製造）、㈱木建

（木工品製造、建築）、協和木材㈱（製材、製函）、紋別林産加工協同組合（製材、

集成材製造）の６事業体であり、いずれも紋別市内に所在している。

昨年、紋別市や地元企業・大学など 23団体で発足した「緑の循環（SGEC）森林

認証で地域おこし協議会」（会長＝宮川良一市長）では、透明度のある森林施業に

4
2007年 1月 10日付け『北海民有新聞』
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より伐採され管理も行き届いた木材を消費者に届けることで、「オホーツク産材」

のブランドを確立しようとしている。紋別市役所では個人山林所有者や西紋別道

有林（６万 6,311ha）や西紋地域の国有林にも認証を働きかける予定である5。

【太田川流域 SGEC ネットワーク（SGEC 太田川）の設立】

広島県は、SGEC の CoC認証取得事業体が、最も多い都道府県である。広島県の

SGEC の CoC 認証取得事業体数は 12 事業体であり、内６事業体は森林認証を取得

していない CoC認証取得事業体である。これらの認証事業体は、中本造林㈱（素

材生産業）、㈲安田林業(素材生産業、木工品加工)、佐伯森林組合(製材)、湯戸産

5 2007年 1月 10日付け『日刊木材新聞』

紋別地域での「オホーツク産材ブランド旗揚げ」を報じた 2007年 1月 10日

付け『日刊木材新聞』
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業㈲（製材）、㈱河本組(木製品設計・販売・施行、チップ木炭製造等)、永本建設

㈱(住宅設計・施工)であり、この地域には、素材生産から製材、住宅設計・施工

までを行える SGEC の CoC 認証取得事業体がそろっている。

また広島県の認証森林面積は 7,032ha である。この内の 2,150ha は FSC により

認証されたアサヒビール㈱の認証森林であるが、残りの 4,882ha は、SGEC により

認証された森林である。

SGEC の認証森林の内、日本製紙

㈱(721ha)と三井物産(164ha)の

認証森林は 885ha であり、その他

3,997ha は、細田林業㈱(197ha)、

日新林業㈱(759ha)、㈲村上造林

(640ha)、西山林業組合(1,520ha)、

安 田林業 (131ha) 、 中 本造林

(750ha)の認証森林である。

太田川流域 SGEC ネットワーク

は、広島県内で森林認証を取得し

た６事業体と、佐伯森林組合を除

く５つのCoC認証取得事業体によ

って、昨年 12月 27日に結成され

た。「初代会長に選出された安田

孝氏（安田林業社長）は「認証取

得は活動の準備段階。近くの森林

からの木材で家を建てることが

地球温暖化の防止につながる。森

林の役割や価値を県民にＰＲし

たい」と抱負を述べた。さらに設

立記念事業として、施主５人に１

棟分の柱材をプレゼントする計

画があることを明らかにし」6てい

る。「複数の業者が共通の流通経

路を持つネットワークをつくる

6
2007年 1月 12日付け『日刊木材新聞』

“SGEC 太田川”設立を報じる 2007 年 1月 19 日付け

『日刊木材新聞』
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のは全国でも初めて」7と中国新聞は報じている。

④ PEFC における CoC認証取得の動向

前述のように PEFC は国内には認証森林がないものの、世界各地に張りめぐらさ

れたPEFCのCoCネットワークを活用すれば、広範な輸入認証林産物を取り扱える。

【大手輸入商社による認証取得】

PEFC のネットワークを活用した日本における代表的事例は、商社による PEFC

の CoC 認証取得の事例である。丸紅㈱の建材部、チップ部では、原木、製材品、

単板、合板、LVL、パーティクルボード、MDF、ハードボード、OSB、木材チップと

いった幅広い林産物を取り扱うために PEFC の CoC を取得した。また伊藤忠商事㈱

生活資材部門も、PEFC によって認証された原木、製材、単板、合板、LVL、MDF、

ハードボード、OSB、パーティクルボード、集成材、家具、フローリング、木材チ

ップ、パルプを取り扱う目的で CoC 認証を取得している。

このように多岐に渡る輸入認証林産物を、コマーシャルベースで、なおかつま

とまった数量を扱うためには、森林認証、CoC 認証を主要針葉樹生産国で実施し

ている PEFC は適しているスキームといえる。

また PEFC においても、FSC や SGEC 同様、商取引がある複数の企業が、同時期

に CoCを取得する例がみられる。

【認証紙で菓子パッケージを・・・】

伊藤忠紙パルプ㈱と、大日本印刷

㈱包装事業部・大日本印刷東海㈱は、

明治製菓㈱の菓子の紙製パッケー

ジの製造をきっかけに PEFC の CoC

を取得した。

明治製菓の目的は、目玉商品とな

る菓子のパッケージに認証紙を使

うことで、自社の環境対応をＰＲす

ることにあった。明治製菓はパッケ

ージ用の紙を輸入している伊藤忠

紙パルプ㈱と、パッケージの印刷と

7
2007年 1月 10日付け『中国新聞』

PEFC認証紙を菓子パッケージに使用して

いることを CSR報告書にて記載。

（明治製菓『CSR報告書 2006』11頁）
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加工を担当している大日本印刷に認証紙取扱を要請した。

伊藤忠紙パルプ㈱と大日本印刷は、明治製菓からの要請を受けて、PEFC の CoC

認証を取得し、PEFC のロゴマークを入れたパッケージの生産を行っている。ただ

し明治製菓㈱は、菓子製造は行っているが、林産物の流通・加工は行っていない

ため、PEFC の CoC を取得していない。

【欧州産モミ木工品の加工・販売】

この事例は、中小企業が、特に欧州

で広いネットワークを備える PEFC の

CoC ネットワークを活用した事例であ

る。㈲川添商工は、長崎県でモミの柾

目板を使った重箱等を製作している

企業で、PEFC の CoC認証取得事業体で

ある宮崎県の前田産業㈱が輸入した

欧州産モミを材料としている。

㈲川添商工の認証材を材料とした重箱は、東京の大手百貨店で販売している料

理の重箱等に使用されている。認証材の使用は、環境対応に力を入れている百貨

店の方針にも合致し、百貨店の通販用カタログには PEFC のロゴマーク入りで掲載

された。

大手百貨店の通販カタログ。PEFCロゴマークの横には、「お重は、環境保全に配慮し

て伐採されたモミ材が材料。欧州を中心とする世界最大に森林認証団体“PEFC”の

認証済です」との記載。

PEFC 認証製品の欧州産モミ製重箱
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4．合法性確認のための体制整備の状況

この項では、『林野庁ガイドライン』で示された合法性、持続可能性の証明方法

の内、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う」証明方法等に

ついて述べる。

(1)合法木材供給事業者認定

森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う合法性、持続可能性

の証明にあたっては、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品の供給に

取り組み、当該団体の構成委員について、分別管理態勢、文書管理体制の審査・

認定等、その取組が適切である旨の認定を行う仕組みや、木材・木材製品を供給

するにあたって留意すべき事項を制定して公表する『自主的行動規範』の策定が

必要条件である。

合法木材供給事業者認定団体は、木材・木材製品取扱事業体の申請によって、

申請書を提出した事業体が、取扱商品の合法性証明が可能であるかどうかを審査

し、証明が可能であると判断された事業体を合法木材供給認定事業体として認定

する。

【自主的行動規範と事業者認定実施要領】

現在存在する合法木材供給事業者認定団体は、2006 年 3月以降、自主的行動規

範を定めている。

自主的行動規範の内容は、団体ごとに多少の違いはあるが、概ね、以下の項目

が組み込まれている。

① 違法伐採に対する反対表明

② 違法伐採に対する政府の取り組みへの協力意志

③ 合法性等が証明された木材・木製品の普及の促進

④ 合法性の証明のための事業者の認定

⑤ 他の団体との連携

⑥ 情報の公開

 合法木材供給事業者認定団体は 102 団体

 合法木材供給事業者数は 4,912 事業体

 合法木材流通量は 2007 年夏以降判明
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また合法性、持続可能性証明に関わる事業者認定を行うために、各団体は自主

的行動規範とともに事業者認定実施要領を定めている。

事業者認定実施要領の内容についても、団体ごとに多少差異があるが、概ね以

下の項目が盛り込まれている。

① 事業認定の申請書の提出

② 審査及びその結果の通知

③ 事業者の認定要件

A．分別管理

B．帳票管理

C．責任者の選任

④ 事業認定書交付・公表

⑤ 証明書の発行

⑥ 取扱実績・公表

⑦ 検査／審査

⑧ 認定事業者の取り消し

【団体認定事業体における合法性、持続可能性証明の具体的方法】

木材の合法性の証明は、立木を伐採するにあたっての合法的な伐採が証明され

なくてはならない。

具体的には、

① 保安林伐採許可の通知書等の写し（保安林を伐採する場合）

② 伐採カ所等を記入した認定書の写し（森林施業計画を作成している森林

での伐採の場合）

③ 伐採届（適合通知書）の写し（上記①、②以外の森林の場合）

④ 合法材であることを記載した売買契約書の写し（国有林の場合）

のいずれかによって証明する。また

⑤ その他の法令による許可等が必要な場合は、当該許可書の写し（林地開

発許可、国立公園等）

が必要となる。

立木所有者が自ら伐採する場合は、伐採した木材の販売にあたっては、上記証

明書の写しを添付して販売する。

森林組合、素材生産業者が、立木所有者から伐採を委託された場合は、伐採受

託者が依頼者から上記証明書の写しを受け取るか、立木所有者に代わって、受託

者が証明書等を申請して取得する。
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【伐採届等合法性を証明する書類のサンプル】
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【合法木材供給事業者による合法木材の CoC】

伐採され、合法性を証明した書類が添付された丸太の合法性が損なわれないよ

うに最終消費者まで林産物が流通するためには、合法木材供給事業者による流通

と加工が必要になる。

合法木材供給事業者認定を希望する事業者は、認定団体に申請書を提出し、申

請書を受け取った認定団体は、申請した事業体を審査して、認定の可否を事業者

に通知する。申請した事業体が合法木材供給事業者として認定された場合は、認

定団体から「合法木材供給事業者認定書」が認定番号とともに、申請した事業体

に発行される。また認定を受けた事業体の名称、認定番号等はウェブサイト等で

公表される。

合法木材供給事業者による合法林産物の流通・加工は、認証林産物の流通・加

工と基本的に同じシステムによりなされる。木材企業が合法木材供給事業者とし

て合法木材の流通・加工を行う際は、合法証明林産物とそれ以外の林産物の分別

管理、書類管理の他、これら管理にあたる責任者の選任等が求められる。

合法木材供給事業者は、合法林産物を販売するにあたって、販売する商品が合

法性を証明した書類を添付する。この証明書類は、独自に合法性を証明した書類

でも良いし、納品書上で商品の合法を記しても良いが、必ず認定団体から与えら

れた認定番号を、書類に記載しなくてはならない。

合法性を確認するためには、納品書に記された認定番号や事業体名を辿って、

最終的には木材を伐採した事業体まで到達できるシステムになっている。

【合法木材認定団体と合法木材供給事業者】

合法木材供給事業者認定団体は、2007 年

３月現在、全国に 102団体あり、これらの

認定団体により、4,912 事業体が合法木材

供給事業体として認証されている。

認定団体の内、19団体は全国団体であり、

その内の 18団体が、1,058 事業体を合法木

材供給事業者として認定している。

その他の 83 団体は、都道府県単位、も

しくはその地域で活動している素材生産

組合、森林組合、木材団体で、これら地方団体は 3,854 事業体を合法木材供給事

業体として認証している。

都道府県別認定事業体数として、最も多いのは北海道(581 件)で、次いで群馬

合法木材供給事業者認定団体数
(2007年 3月現在)

区 分 件数

合 計 102

全国団体 19

地方団体 83

素材生産団体 12

森林組合 23

木材組合 47
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県(348 件)、岡山県(308 件)、福岡県(301 件)、東京都(210 件)の順に認定事業体

が多い。一方で最も少ない都道府県は滋賀県(６件)である。

認定団体の合法木材供給事業者認定に向けての準備作業は、2006年春から開始

され、19の全国団体の場合、自主的行動規範の制定と事業者認定要領の施行開始

時期は、10団体が 2006 年の３月 29日から同年４月１日、その他９団体は同年 10

月１日までである。また都道府県を単位に活動している木材組合連合会や木材協

会における自主的行動規範の制定と事業者認定要領を施行は、２つの団体が 2006

年４月と早かったが、多くの団体は 2006 年 7月から 10月の間に行っている。

各認定団体は、自主的行動規範の制定と事業者認定要領を施行した後、会員事

業者の申請を受けて審査し、その事業体を合法木材供給事業体として認定した場

合、認定書と認定番号を事業体に発行している。

認定された合法木材供給事業体による合法材取扱量は、現在不明である。しか

し合法木材供給事業体は、年度ごとに合法木材の取扱実績を認定団体に報告する

義務があり、また認定団体は、認定した合法木材供給事業体による合法材の取扱

実績を公表することになっている。

2007 年夏以降、認定団体は認定した合法木材供給事業体による合法材取扱実績

を発表する予定である。
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都道府県別認定団体別合法木材供給認定事業体数
(2007年 3月現在の事業体数)

全 国 団 体 地 方 団 体

合

計

小

計

日
合
商

日
合
連

Ｎ
Ｐ
Ｃ

全
木
連

全
銘
連

日
木
輸

表
示
推
進
協
議
会

全
天
連

全
森
連

日
集
協

全
市
連

全
素
協

林
経
協

全
買
連

プ
レ
カ
ッ
ト
協
議
会

Ｌ
Ｖ
Ｌ
協
会

複
合
床
板
工
業
会

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
工
業
会

小

計

素
材
生
産
団
体

森
林
組
合

木
材
組
合

合計 4,912 1,058 265 41 27 7 12 38 49 153 43 81 203 9 2 72 11 4 16 25 3,854 259 680 2,915

北海道 589 40 14 2 2 1 0 0 0 5 1 7 0 2 0 0 0 0 1 5 549 16 168 365

青森 109 16 11 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 93 35 13 45

岩手 105 15 0 4 0 0 0 0 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 1 90 38 25 27

宮城 90 20 5 6 2 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 70 20 16 34

秋田 134 26 2 5 1 0 1 0 1 0 1 7 4 1 0 0 0 0 1 2 108 50 12 46

山形 69 6 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63 0 14 49

福島 71 8 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 63 0 22 41

茨城 52 17 3 0 3 0 0 0 2 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 35 0 7 28

栃木 79 19 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 60 0 13 47

群馬 348 15 6 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 333 78 16 239

埼玉 187 44 25 0 1 0 0 0 1 5 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 143 0 4 139

千葉 44 36 8 3 0 0 0 1 0 1 0 4 12 0 0 3 2 1 0 1 8 0 0 8

東京 210 135 48 3 0 0 8 32 3 10 0 2 7 0 2 12 0 0 2 6 75 0 0 75

神奈川 102 32 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 70

新潟 81 19 4 2 0 0 0 0 0 3 1 1 6 0 0 0 1 1 0 0 62 0 24 38

富山 74 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 67 0 8 59

石川 104 9 4 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 14 81

福井 41 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 16 22

山梨 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59

長野 92 17 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 3 0 0 0 75 0 0 75

岐阜 61 19 0 0 0 0 1 0 4 8 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 42 0 0 42

静岡 116 54 6 0 3 0 0 0 2 20 1 2 17 0 0 0 1 0 1 1 62 0 19 43

愛知 126 87 26 4 4 0 0 0 2 16 1 6 17 0 0 6 0 0 3 2 39 0 7 32

三重 118 5 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 11 102

滋賀 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

京都 45 20 12 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 25 0 1 24

大阪 121 101 28 0 1 0 1 1 5 29 0 1 1 0 0 28 0 0 5 1 20 0 0 20

兵庫 66 36 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 21 3 0 0 1 30 0 14 16

奈良 98 19 3 0 0 0 0 0 0 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 79 0 16 63

和歌山 37 6 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 18 13

鳥取 26 8 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9 9

島根 30 7 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 0 23

岡山 308 17 2 0 0 0 0 0 3 0 1 2 8 0 0 0 0 0 1 0 291 0 18 273

広島 47 22 2 0 0 0 0 0 2 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 9 16

山口 47 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 9 36

徳島 68 13 0 1 1 0 0 0 1 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 55

香川 111 12 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 99 0 5 94

愛媛 53 13 2 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 40 0 15 25

高知 89 7 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 82 30 31 21

福岡 301 67 12 0 1 1 0 0 2 30 1 3 17 0 0 0 0 0 0 0 234 0 30 204

佐賀 19 7 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 4

長崎 65 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 58 0 11 47

熊本 63 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 55 0 17 38

大分 79 17 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 1 62 0 13 49

宮崎 65 10 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 55 0 8 47

鹿児島 87 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 83 0 39 44

沖縄 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27

注: 全国団体の正式名称は次の通り。①日合商=日本合板商業組合、②日合連=日本合板工業組合連合会、③NPC=日本プリント・カラー工業組合、④全木連=全国木材

組合連合会、⑤全銘連=全国銘木連合会、⑥日木輸=日本木材輸入協会、⑦表示推進協議会=木材表示推進協議会、⑧全天連=全国天然木化粧合単板工業協同組合連

合会、⑨全森連=全国森林組合連合会、⑩日集協=日本集成材工業協同組合、⑪全市連=全日本木材市場連盟、⑫全素協=全国素材生産業協同組合連合会、⑬林経協

=日本林業経営者協会、⑭全買連=全国木材市売買方組合連盟、⑮プレカット協議会=全国木造住宅機械プレカット協会、⑯LVL協会=全国LVL協会、⑰複合床板工

業会=日本複合床板工業会、⑱フローリング工業会=日本フローリング工業会
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(2)地域材認証と合法木材認証

2007 年 2月の時点で、都道府県単位で地域の木材を認証する制度を、49制度確

認した。この内、11の制度は、地域材認定とともに合法性の証明も行っている。

地域材認証における合法性の確認方法は、伐採届や伐採・造林計画の適合通知

書等合法的伐採を証明する公官庁発行の文書等による方法や、原木購入者が原木

の伐採地と伐採された森林における施業計画の有無を調査する方法がある。また

愛知県の東三河環境材認証制度のように、森林が適切な管理の下で経営されてい

るかどうかを審査して、森林経営を認証した上で、その森林から生産された原木

を合法木材とするユニークな合法性の確認方法がある。

トレーサビリティーの方法、厳格さについては、制度間で差はあるものの、49

の地域材認証制度の内、44制度は、地域材認証の要件として、当該都道府県内の

森林から伐採された丸太の使用を定めている。2006 年４月のグリーン購入法にお

ける環境物品等の調達の推進に関する基本方針の改正によって、林産物における

使用原料の合法性の証明が優先調達の要件として加わった。このため地域材認証

制度においても、丸太が当該都道府県の森林からの生産物であると証明をする機

能に、上記のような合法性を証明する機能を加える動きが出てきている。例えば

岐阜県が実施している岐阜県産材認証制度においても、2007年度中に合法性証明

機能を付加すべく準備が進められている。

地域材認証制度への合法性認証機能の付加は、特に需要側から求められている

林産物取引の透明性の確保の面からも歓迎すべきである。また合法木材供給認定

事業体で正確に分別管理、文書管理等がなされているのであれば、認定事業体は

森林認証における CoC認証も実行し得る機能と体制をすでに備えていると評価で

きる。

ただし現在行われている地域材認証における合法性の証明方法については、課

題が残されている。

たとえば合法性の証明にあたっては、公文書をもって証明する制度であっても、

ある制度では伐採にあたっての許可書等を用いている一方で、他の制度では伐採

跡地への再造林を証明する公文書も必要としている等合法性確認の要件は、制度

ごとにばらつきがある。また実施要領等に、合法性の具体的な証明方法やモニタ

リング体制が記載されていない等、制度の整備自体がなされていない場合もある。

地域材における合法性証明を含めて、団体等における合法性証明は 2006 年から

始まったばかりの制度である。今後、具体的な制度の実施を通じて、より体系的

な透明性が確保された制度運用がなされるものと期待される。
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合法性証明機能を備えた地域材認証制度

都道府県 制度名 実施主体 合法性確認方法

北国のＥ木材・道産木材

ブランド化事業

木材産地証明制度

北海道

道産材産地証明制度

北海道木材産業協

同組合連合会

原木購入時に加工工場が、原木を生産し

た市町村と、施業計画がある森林から伐採

された原木であるかどうかを調査し、「産

地証明書」を発行する。

宮城県 優良みやぎ材製品認証 みやぎ材利用セン

ター

伐採届の写し。

埼玉県 さいたま県木材認証制度 埼玉県木材協会

埼玉県森林組合連

合会

合法的な伐採を証明する公文書、または

それに代わる文書。

千葉県 ちばの木認証制度 ちばの木認証セン

ター

伐採届、造林届、森林施業計画認定書、

保安林内伐採許可、林地開発許可証。

山梨県 山梨県産材認証制度 山梨県産材認証セ

ンター

森林法の規程に基づき合法的に伐採さ

れたものであることを証明する公官庁発

行の書類。

伐採及び伐採後の造林の届出受理通知

書、伐採及び伐採後の造林の計画の適合通

知書、林地開発許可、森林施業計画認定書、

森林施業計画に係る伐採等の届書、保安林

内立木伐採許可決定通知、保安林内緊急伐

採等届書等

滋賀県 びわ湖材産地証明制度 県産木材活用推進

協議会

伐採届、造林届書、保安林伐採許可書

鳥取県 鳥取県産材産地証明制度 鳥取県産材活用協

議会

伐採届、森林施業計画認定書

愛知県 東三河環境材認証制度 東三河流域森林活

性化センター

愛知県東三河地域で適切な管理のもと

に育成された森林を「東三河環境認証森

林」として認証し、その森林から生産され

た木材を「東三河環境認証材」として認証。

徳島県 徳島県木材認証制度 徳島県木材認証機

構

伐採・造林計画の適合通知書
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5. 民間企業における林産物調達方針

―ISO14001 における環境方針、環境／CSR報告書調査による分析―

この項では、林産物を取り扱う企業の林産物の調達方針の動向を探る。

調査を実施するにあたって注目したのは、ISO14001 認定企業である。ISO14001 認

定企業は、環境方針の公表が義務づけられている。また一部の認定企業では、環境

対応がどのように実施され、効果をあげているかを報告する環境報告書を公表して

いる。さらに昨今、環境報告書は、これまでの内容に社会的な貢献方針とその成果

を加え、CSR 報告書（Corporate Social Responsibility Report: 企業の社会的責任に

関する報告書）として公表されるようになっている。

また林産業界における個別企業の取り組みとして取り上げなければならないの

は、製紙業界の取り組みである。製紙業界は、原料・製品の合法性・持続可能性の証

明にあたって、2006 年の林野庁ガイドラインにおける合法性、持続可能性の証明方

法の内の、「個別企業等の独自の取組による証明方法(＝自己認証)」を実施してい

る。この証明方法を実施している製紙企業の原料・木材調達方針は、それぞれの企

業・企業グループが公表している環境報告書または CSR 報告書等に掲載されてい

る。

ISO14001認定取得林産企業数は、多いとはいえない。また環境方針の公表は義務

づけられているが、公表手段までは規定されていないため、ウェブサイトで収集で

きる環境方針の数にも限りがあり、さらに環境報告書・CSR 報告書を公表している企

業はより少ない。しかし企業の環境対応の方向を分析する上では、参考になると考

えられる。

（１） ISO 環境マネジメントシステムの概要と特徴

【ISO14000 シリーズの構成】

ISO14000 シリーズは、組織活動、製品、サービスの環境負荷の低減等、環境パフォ

ーマンスの改善を実施する仕組みが、継続的に運用される環境マネジメントシステ

ムを、構築するために要求される国際規格で、組織活動が環境に及ぼす影響を最小

化する目的で定められた。

ISO14000 環境マネジメント規格は以下の６つの分野によって構成されている。

① 環境マネジメントシステム(ISO14001、ISO14004)

仕様、要求事項を定める環境マネジメントシステムの本文(ISO14001)と、それ

をサポートする付属書(ISO14004)。

② 環境ラベル規格(ISO14020～14025)

環境ラベルを表示する際の一般原則やラベル表示する際の要求事項。
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③ 環境パフォーマンス評価規格(ISO14031)

環境パフォーマンス評価の立案、利用に関する指針。

④ ライフサイクルアセスメント規格(ISO14040～14043)

ライフサイクルアセスメントを行う時の、一般原則、インベントリー分析、影響評

価手順。

⑤ 製品規格における環境側面の規格(ISO Guide 64、ISO TR14062)

製品規格に環境側面を導入するためのガイドライン。環境適合設計テクニカル

レポート。

⑥ 監査規格（ISO19011）

ISO19011 品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステムの監査規格。

今回の調査において中心的対象とするのは、上記の内の「①環境マネジメントシス

テム」である。

【環境マネジメントシステムの概要】

環境マネジメントシステムの目的は、社

会経済上の必要性とバランスをとりつつ、

環境の保護及び汚染低減の支援をするこ

とにある。環境マネジメントシステムは、環

境方針の設定、計画、実施及び運用、点検、

レビュー・改善のサイクル(Plan、Do、Check、

Act＝PDCA サイクル)を繰り返しながら、

より高い水準の環境マネジメントに発展さ

せるシステムである。

この PDCA サイクルが機能するように

環境マネジメントシステムを確立し、文書

化・標準化し、計画を実施して、継続的な

環境パフォーマンスの改善を実施するこ

とが、ISO14001 の要求事項である。

今回調査の対象とした環境方針は、環

境マネジメントシステムにおいて最初に設

定されなければならない事項で、最高経

営者の環境マネジメントシステムの継続

的な改善、汚染の予防、法規の遵守に関するコミットメント（確約）を反映している。

また環境方針には、次の要件の充足が求められる。

継続的改善

環境方針

計 画

実施・運用点 検

レビュー・改善

・環境側面

・法律その他要求事項

・目的、目標、実施計画

・ 資源、役割、責任、権限

・ 力量、教育訓練、自覚

・ コミュニケーション

・ 文書類

・ 文書管理

・ 運用管理

・ 緊急事態対応

・ 監視、測定

・ 遵守評価

・ 不適合、是正・予

防措置

・ 記録管理

・ 内部監査

環境マネジメントシステムモデル
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① 組織の活動、製品、サービスの性質、規模、環境影響に対して適切であること

② 継続的改善、汚染予防に関する確約を含むこと

③ 組織の環境側面に関して適用可能な法的要求事項、組織が同意するその他の

要求事項を遵守する確約を含むこと

④ 環境目的及び目標の設定、レビューのための枠組みを提供すること

⑤ 文書化され、実行・維持されること

⑥ 組織内、または組織のために働く全ての者に周知されること

⑦ 一般の者が入手可能であること

環境方針には上記のような多くの内容が組み込まれているが、実際に各事業体

で設定されている環境方針は、多くの場合、極めて簡潔である。以下に数社の事例

を示す。

【小名浜合板㈱の環境方針】

一人ひとりがその業務を通じて自然環

境、社会・生活環境の維持・改善に積極的

に関与し、持続可能な環境調和型社会実現

を念頭に事業活動を行う。

1.健全な環境の維持向上に努めるために、

事業活動を通じ、環境に配慮した製品・

サービスの提供及び活動に努め技術的、

経済的に可能な範囲で以下に示す環境保

全に配慮した施策を実施する。

1) リサイクルの推進

2) 省資源、省エネルギー

3) 廃棄物の適正処理

4) 有害物資の削減

2.環境マネジメントシステムの継続的改善

を図る。

3.環境に関する法律、協定等を遵守すると

共に、関連する社会的要求を尊重する。

4.環境目的及び環境目標を定め、その実現

を図ると共に、定期的見直しにより、汚

染の予防に努める。

5.全要員に環境管理活動の重要性を教育・

啓蒙し、環境方針に沿った行動を行うよ

うに周知徹底する。

6.本環境方針は必要に応じて公開し、地域

社会や地球環境保全に対して責務を負

う。

2006 年４月１日

小名浜合板株式会社

代表取締役社長 大村 博

管理責任者

取締役総務部部長 齋藤 博

【片桐銘木工業㈱の環境方針】

環境方針
片桐銘木工業株式会社は、「環境にやさしく

木の文化を提案する」企業として 木を愛し、

人を愛し、かけがえのない自然資源の有効活用

と環境保全を目指して、以下の活動を行いま

す。

1.木の文化を提案、提供する事業活動の中で、

環境に与える影響を的確に捉え以下を重点

項目とし、環境負荷の低減に取り組みます。

(1) 木材加工で発生する廃棄物の減量化、及

びリサイクルの促進。

(2) 省資源、省エネルギーの推進

(3) 環境負荷の少ない製品の設計、開発、製

造を推進

2.事業活動に間益する環境法令、その他要求

事項を遵守します。

3.事業活動に伴う環境マネジメントシステム

を構築し、継続的改善、並びに環境汚染の

防止に努めます。

4.この方針を文章化し、実行し、維持し、全

従業員に周知します。

5.この方針を一般の人が入手できるようにし

ます。

2004年 10月 30日

片桐銘木工業株式会社

代表取締役 片桐信介
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【ミサワホーム㈱の環境方針】
環境方針

ミサワホーム株式会社は、ミサワホームグルー

プ環境理念を踏まえ、商品開発及び事務所内活動

を以下の方針に基づいて行います。

1. 当社の活動、製品、サービスにかかわる環境影

響を的確に把握しこの環境方針達成のため、中

間的な環境目的と年度環境目標を設定し、定期

的な見直しを行うことで環境管理システムの

継続的改善を図ります。

2. 商品開発において、設計、開発、購買、生産、

流通、使用（居住）、解体、廃棄の各段階で、

環境負荷低減を考慮した住まいづくりを行い

ます。

3. 事務所内活動において、省資源、省エネルギー、

廃棄物の削減に努めます。

4. 当社の活動、製品、サービスにかかわる環境関

連の法規及び当社が同意する要求事項を厳守

します。

5. 環境保全に関するイベント等への参画及び研究

活動への協力支援、並びにこの環境方針や当社

の環境推進活動をインターネットを通じて公

開することなどで、広く社会とのコミュニーシ

ョンを図ります。

6. 全従業員に環境教育を行い、この環境方針を理

解させるとともに地球規模の視野に立った環

境保全活動に貢献できる人材を育成します。

『2006年度ミサワホーム環境活動報告書』11頁

【セブン工業㈱の環境方針】
環境方針

当社は、木材加工技術を基盤にして、住宅部

材の製造・梱包・発送業務に携わっており、多

くの材料や科学物資とエネルギーを使用する

工場です。本環境方針の達成のため環境目的及

び環境目標を設定し、定期的な見直しを行い地

球環境の汚染防止と地域社会との共生を図る

ため以下の企業活動を行います。

1.事業活動に関して、大気汚染・水質汚濁・土

壌汚染・騒音および振動などによる環境汚

染の予防管理に努める。

2.製品の製造に関わる廃棄物・有害物資の排出

量の削減など環境負荷の低減、省資材、省

エネルギーの日常管理と改善による効率化

を推進します。

3.環境関係の報規則・条例等の要求事項を遵守

するとともに環境保全のレベルアップを図

る。

4.環境方針を実現するため、環境目的・目標を

定め、その実施状況を定期的に評価・見直

し、継続的な改善をして教育指導を行う。

5.環境方針は社外からの求めに応じて公開し、

より良い環境を目指すとともに地域社会と

の共生を図ります。

【日本製紙木材㈱の環境方針】

[基本理念]

日本製紙木材断熱事業部いわき工場は、自然と調和する持続可能な企業活動を基本

とし、環境負荷の低い製品を提供し、長期的な視野に立って循環型社会の形成と地球

規模での環境保護をめざした活動に取り組みます。

[基本方針]
1．資源の有効活用

古紙を資源と認識し、有効利用の促進を図る。

2．環境負荷低減型製品の普及
環境負荷の低いセルローズファイバー断熱材

を広く社会に普及させ、生活環境の向上及び冷暖

房用エネルギーの削減に貢献する。

3．当工場の環境負荷の低減
汚染を防止し、当工場で使用するエネルギー及

び当工場で発生する廃棄物当の環境負荷を低減

する。

4．法規及びその他の要求事項の遵守
当工場が適用を受ける全ての法律、条例及びそ

の他の要求事項を順守し、環境負荷の抑制に努め

ると共に社会的責任を果たす。

5．継続的な改善
以上において当工場が管理できる側面及び当

工場が影響を及ぼせる側面を明確に捉え、環境負

荷を低減するための目的及び目標を設定し、定期

的に見直しを行い、継続的な改善を図る。

6. 環境方針の実施
教育・啓蒙を実施して、全従業員に対し本方針

を周知徹底し、環境に対する意識を高め、本方針

を実践する。

7．環境方針の公表
本方針は社外に公表する。

2005年 6月 21日

日本製紙木材株式会社

代表取締役 棚田 悟
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環境方針は以上のような性格を持つ文書であるので、その内容には次のような

傾向がある。

 環境マネジメントシステム全体を動かす基本方針であるため、当該事業体

内の特定の対象に対する方針は、一般的に書き込まれていない。このため

ISO14001 の基本要件が記載されているだけの方針も少なくない。

 最高経営者が記載事項を確約するため、達成が確実視されない限り、具体

的対象に関する方針や目標が記載されない。

 あくまでも「方針」なので、当該事業体の環境貢献に対する達成状況等は

記載されない。

しかしこれはあくまでも「環境方針」の特徴であって、実際に環境マネジメントシス

テムを運用している事業体では、環境方針に基づいて、個別具体的な環境計画を策

定・運用している。その内容は取扱品目や企業活動のあり方によって異なり、短期的、

中期的、長期的計画を設定し、運用している企業も存在する。

ＩＳＯ１４００１において、一般への公表が義

務づけられているのは、環境方針だけで、

環境報告書には公表義務が課せられてい

ない。

しかし昨今は企業活動の透明性が社会

的に求められているので、ISO14001 認定

取得事業体の中には、自社の環境マネジ

メントシステムの中で設定されている環

境対応目標や計画・目標に対する達成状

況等を記載した環境報告書を公表してい

る。報告書の構成、内容は事業体ごとに

様々である。しかし環境報告書からは、少

なくとも環境方針よりも具体的な情報が

得られる。また環境報告書に、企業に求め

られている社会的貢献状況の報告を付加

した CSR 報告書を公表している企業もあ

る。

環境方針、環境報告書、CSR 報告書

【ISO14001 の義務的公表事項】

【企業活動の透明性を確保する報告書】

環境方針

環境報告書

CSR報告書

社会的貢献

要 素
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(2)民間企業の環境方針と環境対応の方向

2006年 8月の時点で、JABに登録されている ISO14001認定事業対数の内、木材・

木製品を取り扱っている事業体は150事業体であった。これらの事業体の内、ウェブ

サイトに環境方針を掲載している事業体は 72 事業体である。これらの中には、本支

店、グループ企業間で、同じ環境方針を使ったり、同じ報告書でグループの活動を一

括して報告したりする場合がある。このため、調査対象となる環境方針は、木材・木

製品では50件であった。また同じく、調査対象となる環境報告書は 18件であった。

なお木材・木製品とパルプ・紙・

紙製品の両方の業態に登録してい

る企業が存在する。それらの事業

体については、便宜上、木材・木

製品に含めて計上している。

【木材・木製品事業体の環境方針の内容】

環境方針は、前述のように最高経営者が確約した内容が、簡潔にまとめられて

いる。50件の木材・木製品取扱事業体の環境方針の内容について精査すると、資

材調達に関わる記述がある環境方針は２割前後である。具体的には「環境付加が

少ない資材の利用」が11件(22％）、「グリーン調達の実施・強化・拡大」が８件

(16％)の環境報告書に記載されている。また「植林/植樹/緑化/造林事業の推進、

適切な森林管理」に関わる記述が３件、「地域環境貢献」が 11 件、「自然保護活

動支援」は１件であった。

環境方針の内容としては、当然ながら環境マネジメントシステムの実行等に関

わる記述が多い他、当該事業体の全般的な経済行為に関わる事項が多くなってい

る。

【環境方針、環境報告書、CSR報告書の調査方法】

ISO14001 の審査登録機関、審査員研修機関は(財)日本適合性認定協会(JAB)である。同協会で

は ISO14001等認定企業の連絡先等の情報をウェブサイトで公開している。

今回の調査では JAB のウェブサイトから収集したデータを基に、個別事業体のウェブサイトを検

索し、ウェブサイトに環境方針、環境報告書、CSR 報告書が掲載されていた場合は、それらを収集し

てデータベースを作成した。この作業により収集された環境方針と報告書の内容を分析素材とし

ている。

なお ISO14001 認定事業体の環境方針、環境報告書、CSR 報告書の収集・集計作業は、2006 年夏

に実施している。報告書の公表時期は企業によって異なるが、前年の実績を記載した報告書が６～

１０月の間に公表される場合が多い。このため収集時点において最新の報告書等を使用している

が、2006 年の遅い時期に公表された報告書の内容については、本報告書の分析に反映されてい

ない場合があるので、ご了承頂きたい。

調査対象とした環境方針・報告書
認定事

業体数

環 境

方 針

環 境

報告書

木材・木製品 150 50 18

パルプ・紙・紙製品 404 128 29
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このように環境方針の中には、資材調達に関わる記載件数が少ない。しかし環

境マネジメントシステムの根幹となる環境方針の中に、「環境負荷が少ない資材

の利用」、「グリーン調達の実施・強化・拡大」という記載があることは注目され

るべきである。特に「グリーン調達の実施・強化・拡大」を環境方針として掲げ

ている企業については、合法木材の優先的調達が期待できる。

【環境報告書・CSR 報告書に記載された木質資材調達】

環境方針の分析だけでは具体的内容が把握できないので、公表されている件数

は少ないが、環境報告書・CSR 報告書から、木質資材の調達の動向を分析する。

この分析には、木材・木製品業にパルプ・紙・紙製品業、建設業に含まれる事業

体の環境報告書・CSR 報告も対象にする。

木材・木製品取扱 ISO14001 適合組織の環境方針内容の分析結果
項 目 該当件数

調査対象環境方針数 50

EMSの継続的改善・強化・拡大 49

法律・規則の遵守 45

環境教育/研究の実施 40

環境方針・情報の公開 40

EMS実行等に関わ

る内容

環境影響評価の実施 13

環境汚染防止/予防 42

省エネルギー/エネルギーの有効利用 38

廃棄物削減 36

リサイクル/資源循環 34

省資源/資源の有効利用 33

環境負荷低減 29

環境に配慮した製品・サービス等の提供 21

温暖化ガス・炭素ガス排出抑制 14

環境に配慮した企業活動 13

有害物質の管理強化・使用量削減 7

VOC排出量削減・使用規制 4

水使用量削減 2

未利用資源の活用 1

主に経済行為に

関わる内容

製品歩留りの向上 1

環境負荷が少ない資材の利用 11資材調達に関わ

る内容 グリーン調達の実施・強化・拡大 8

地域環境に貢献 11

植林/植樹/緑化/造林事業の推進、適切な森林管理 3

その他

自然保護活動支援 1
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まず環境報告書記載内容の全体的傾向としては、ゼロエミッションや廃棄物削

減、環境負荷が少ない製品の製造による環境負荷低減が大きなウエイトを占めて

いる。また事務用品を中心としたグリーン調達は、各社共通の課題になっている。

ゼロエミッションについては、環境報告書を作成しているような大手企業では、

ゴミの分別・リサイクル等によって、大建工業㈱、アイカ工業㈱のように完全に

達成した企業もあるし、まだ達成していなくても、相当程度の進展がみられてい

る。

環境負荷が少ない製品の製造に関わっては、高耐久住宅や「省エネルギー住宅」

等の「高性能住宅」の建設が、環境負荷低減につながるので、その建設を促進す

るという事例があげられる。

本題となる木質資材調達に関しては、人工林材、間伐材、認証材、合法材、リ

サイクル原料の使用促進等具体的になってきた。

現在の木質資材調達方針の特徴の一つは、天然林資源から人工林資源へ利用を

転換することと、間伐材を資源として有効活用することである。

第二には、利用している原料が違法伐採に関与していないことを明確にするた

めに、認証材や合法性が証明された木材を利用することであり、関連してトレー

サビリティーの確立をあげる企業も登場している。

後述するが、この点については、製紙業界が、一歩先に進んで、海外植林地に

おける森林認証の取得や、調達するチップの合法性証明のためのチェックシステ

ムの確立などが行われている。木材関係については、スウェーデンハウス、住友

林業等住宅関係部門で、活動している企業が、この調達方針を表明している。

各企業の具体的な取組に関しては、項目別に一覧表を作成したので、参照され

たい。
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環境報告書の要点
項 目 内 容 事業体名

植林木を原料とした資材の活用 永大産業㈱

人工林材を原料としたデッキ材の利用 トステム㈱

植林地からの木材調達推進(フィンランド等) ﾐｻﾜﾎｰﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ

2004年度の王子製紙グループの植林木の比率 72％（その内、当社の植林は

８％）を 2001年度には 81％（同 16％）に増加

王子製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

植林木や国産材(杉製品)の取扱量増加

人工林材

海外製造事業における植林木利用の推進

住友林業㈱

間伐材の有効利用 永大産業㈱間伐材

間伐材を使った家具の開発 ㈱イトーキ

持続可能な(と考えられる)森林(スウェーデン)からの木材調達 ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾊｳｽ㈱

木製遊具に PEFC認証材(スプルース)を使用 ㈱イトーキ

木質資源は、持続可能な森林経営が行われている森林から調達

2008年までに輸入広葉樹を全て植林木認証材とする

日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2004年度の森林認証材の比率15％を、2011年度には 65％に拡大 王子製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

資材調

達に関

わる内

容

認証材

FSC認証された森林からの供給を優先、承認する森林認証はCSA、FSC、PEFC、

SFI

御殿場ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ

違法伐採材は使用取引しない。違法伐採撲滅を支援。 日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

違法伐採による木材は購入しないことを重要な指針としているので、サプラ

イヤーとの売買契約書にはこの指針を明記

王子製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

認証材以外の木材を管理する規格として、a)伝統的／市民権が侵害されてい

る地域の木材、b)高保護価値森林からの材、c)遺伝子組換材、d)違法伐採材、

e)多用途に転換された天然林材を除外する

三菱製紙㈱

伝統、習慣、市民権を侵害する行動がみられる地域からの木材、不法伐採で

得た木材、保護価値が高い森林からの木材は受入を回避する。

御殿場ﾃﾄﾗﾊﾟｯｸ

違法伐採木材の調達を防ぐため仕入れ先の合法性確認の100％達成をめざす

取り扱い材は、合法性、持続可能性を持った森林管理が行われている森林か

らのみとする(グリーン調達ガイドライン)

違法伐

採・合法

木材

木材、木材製品の合法性を証明する木材調達基準を 2006年中の完成をめざし

策定中

住友林業㈱

トレーサビリティーシステムを構築 日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟトレーサ

ビリティ

ー
チップ船への船積みの際に原料の出所や森林管理の方法を確認し、トレーサ

ビリティーレポートを作成。トレース結果に監査を実施

王子製紙グルー

プ

古紙を原料とした机天板表面材の採用

ゴム集成材の採用

㈱イトーキ

リサイクル可能な部品の採用 クリナップ㈱

リサイク

ル

リサイクル原料を積極的に活用 日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

木材資源の維持再生

ブラジル熱帯林再生森林保護活動

永大産業

原料資材の原料、長寿命化、南洋材使用量の削減(南洋材フロアから針葉樹フ

ロア、MDFの実用化へ)

大建工業㈱

安全な原料の使用 トステム㈱

原材料部品、オフィス用品のグリーン調達 松下電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ

使用パルプについては(中略)環境対応企業から優先的に調達 巴川製紙所

その他

熱帯材/熱帯合板の使用量削減代替材への転換 前田建設工業㈱、

日本国土開発㈱。

戸田建設㈱、東急

建設㈱、清水建設

㈱、小田急建設

㈱、安藤建設㈱
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項 目 内 容 事業体名

PEFCCoC認証取得(2006年 5月) ﾐｻﾜﾎｰﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ

SGEC認証取得拡大 日本製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

海外では(中略)2010年までに30万 haの植林を目標とし、(中略)国際的

な認証を取得し、持続性のある森林経営をめざす

王子製紙グループでは、環境的、社会的、経済的に健全な「持続官房な

森林経営」を実践

王子製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

FSCの CoC認証を取得(2005 年 11月) 王子ﾀｯｸ㈱

FSC森林認証(CoC認証)を取得(2004年 11月) 紀州製紙㈱

2004年に豪州タスマニアで AFS森林認証を取得 大王製紙ｸﾞﾙｰﾌﾟ

FSC森林認証製品の生産販売を通じて、適切な森林管理を支援

FSC森林認証を取得したチリ自社植林地からの木材チップを主に使用し

て各種 FSC森林認証紙を生産

三菱製紙㈱

FSCの CoC認証を取得し、積極的に環境保全 共同印刷ｸﾞﾙｰﾌﾟ

FSC、PEFCの CoC認証を取得 大日本印刷ｸﾞﾙｰﾌﾟ

森林認証取得に

関わる内容

FSCの CoC認証を取得 住友林業㈱

グリーン調達の推進 ｸﾘﾅｯﾌﾟ㈱、戸田建設

㈱、東急建設㈱、東

亜建設工業㈱、住友

林業㈱

グリーン調達、グリーン製品販売の実施 ㈱ノーリツ

グリーン資材調達 大建工業㈱

グリーン調達 トステム㈱

グリーン購入グリーン供給の推進 ㈱コイケ

原材料、一般品のグリーン購入→トルエン、キシレンの排除等 アイカ工業㈱

開発、調達、生産のグリーン化 セキスイグループ

2005年度は、金属建材、窯業建材、設備機器、鉄鋼、木質建材で作成し

た 57品目に加え、新たに 17品目の基準所を作成し、74品目について環

境に配慮した材料製品を購入

大和ハウスグループ

グリーン調達に関

わる内容

主要グリーン調達品(22品目)及びその他のエコ製品も含めて、環境負荷

への低減効果がある製品を採用

錢高組

木質資材 木質資源リサイクルシステムの構築(廃材利用PB、E-Wood=廃材廃プラス

ティック複合木材)

リサイ

クルに

関わる

内容
環境配慮部材の開発調達(M-Wood、M-Wood2、ニューセラミック、リサイ

クルタイル)

ﾐｻﾜﾎｰﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ

木質廃材を原料とした資材の開発利用(REW) ｾｷｽｲｸﾞﾙｰﾌﾟ

木屑(廃棄物の 79％)のリサイクル→ボード化、RPF燃料原料(木質資材

は合板、PB、MDF)

クリナップ㈱

廃木材を原料としたボードの開発利用 トステム㈱

再生資源の使用廃材再資源化(養生ボード、インシュレーションボード、

MDF、ウッドチップ、天井板、シージングボード)、住宅解体分離の容易

性、リサイクルシステムの構築

大建工業㈱

リサイクル率 97.7％。メラミン化粧板端材、セラール端材→RPF固形燃

料へ。ポリプロピレンフィルム→樹脂ペレットへ。木質端材→PBへ。ア

ルミ箔→アルミ地金へ。接着材凝集沈殿汚泥→建築材料へ。紙類→古紙

へ。

アイカ工業㈱

その他 廃プラスチック(廃棄物の16％)の再資源化 クリナップ㈱

リサイクル資材(タイル)の採用 ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾊｳｽ㈱

衛生陶器屑を活用した路面表示盤、車止め、柵柱等の商品化 TOTOグループ

工場廃液の無害化処理リサイクル達成 イビデン㈱

容器包装材のリサイクル義務履行

水資源の有効活用→洗浄水を処理した後にトイレに利用等

松下電工グループ

再築システムの家(旧住宅ユニットを回収補修再築) ｾｷｽｲｸﾞﾙｰﾌﾟ

プラスティック廃材リサイクル ㈱イトーキ
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項 目 内 容 事業体名

ゼロエミッションの実現 積水ハウス

分社５工場でゼロエミッションを達成 大建工業㈱

工場での固形廃棄物ゼロ化 イビデン㈱

廃棄物

削減に

関わる

内容

ゼロエ

ミッシ

ョン

工場から施工現場までのゼロエミッション(部材成形寸法変更、プレス機導入

による廃材の活性化、資材物流時の備品返却再利用、新築現場におけるリサ

イクルルートの開発分別の徹底等)

パナホーム㈱

2003年に全 5工場でゼロエミッション達成 アイカ工業㈱

歩留り

向上

木材歩留り向上(高品質カナダ産 SPFの使用)、外壁材プレカット化、梱包材

削減(含パレット回収)←廃棄物削減

エス・バイ・エル

グループ

生産ロス、歩留り改善、ムダの排除、使用済み資材再利用→廃棄物削減 松下電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ

その他 レイアウト変更時に既存の製品が有効利用できる設計の導入→廃棄物削減 ㈱イトーキ

化学物質の排出移動量の削減 松下電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ

展示住宅の販売←廃棄物削減 パナホーム㈱

省エネルギー、創エネルギー住宅の実現高性能

住宅 高耐久性住宅の実現

工場生産率の向上と現場施工期間の短縮

ミサワホームグ

ループ

高耐久住宅、省エネ住宅、防災住宅の開発 積水ハウス

光熱費ゼロ住宅 ｾｷｽｲｸﾞﾙｰﾌﾟ

長寿命住宅、メンテナンス費が削減できる住宅の供給 パナホーム㈱

環境負

荷低減

のため

の商品

開発・

販売

省エネ住宅、高性能断熱気密換気住宅の生産 ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾊｳｽ㈱

エコライフ住宅(創エネ省エネ設備採用)←CO2削減 パナホーム㈱

高性能長寿命設計 トステム㈱

住宅の省エネルギー化、オール電化住宅←CO2削減 ｴｽ･ﾊﾞｲ･ｴﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

化石燃料に依存しないエネルギー利用の実現(オール電化住宅) 積水ハウス

「家まるごとエコ」←機器単体ではなく、住宅全体で環境影響を削減 松下電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ

燃料電池の住宅分野への導入実用化←エネルギーの効率的利用環境負荷低減 積水ハウス

エコ製

品

販売したエコ商品を消費者が使用することで、最大の環境負荷低減が図れる

ようにする。エコ商品に LCAを組み込んだ基準を適用→省エネ、節水、環境

汚染防止、環境浄化、CO2排出削減

TOTOグループ

商品を通じた地球温暖化防止→家庭事務所等で使用される商品を消費エネル

ギーを削減

松下電工グルー

プ

その他 分譲住宅地に植樹←ヒートアイランド現象の軽減 積水ハウス

塩ビ使用部品、室内空気汚染物質含有の木材、樹脂部品、ｼｰﾄ材の転換 クリナップ㈱

工業用用水使用量の削減(使用後の水を薬品処理して再利用) ㈱イトーキ

グリーンプロダクツ販売比率の向上

ケナフ繊維ボードの製造(於マレーシア)販売

松下電工グルー

プ

共同物流情報システムの立ち上げ←効率的な配送 クリナップ㈱

物流システムの集約→フォークリフト作業の削減。フォークリフトを電動車

に転換中。

輸送・

梱包に

関わる

内容

輸送シ

ステム

の改善

トラック燃料を天然ガスに転換中

㈱イトーキ

輸送方法の見直し→輸送燃料削減 TOTOグループ

モーダルシフトを含む輸送効率、輸送ルートの改善→輸送燃料の削減 トステム㈱

モーダルシフトの実施 アイカ工業㈱

省包装技術の開発、包装材削減 TOTOグループ

リターナブル梱包の採用 クリナップ㈱

通函の導入、梱包資材の簡素化、素材の統一 ㈱イトーキ

梱包方

法の改

善

包装材削減→発砲スチロールから古紙利用緩衝材へ。リターナブル包装 ㈱ノーリツ

梱包材の減量化・簡素化、材質転換統一、サッシ梱包材の削減、通函の採用 トステム㈱

無梱包・省梱包システムの導入 松下電工ｸﾞﾙｰﾌﾟ

梱包業務における可燃廃棄物の抑制 ㈱コイケ
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【環境活動計画と実績】

ISO14001 認定企業が発表している環境報告書の中には、項目別に立てた目標の

達成状況を自己評価し、公表している事例がある。計画に対する実績の報告の仕

方は、企業ごとに様々である。計画と実績が報告書で公表している環境報告書か

ら、木材調達に関わる事項を例示する。

住友林業㈱ (住友林業㈱『環境・社会報告書2006』19頁から抜粋)

●主な環境目標とその実績
重点項目 部署 重点テーマ 2005年度プラン 2005年度実績 2006年度プラン

山林部 社有林の持続可

能な森林経営の

継続

第７次森林施業計画に

基づいた年間伐採計画

の実行

施業計画に対し、若干の

未達

第８次施業計画の実

施（社有林森林認証

取得、一部の人工林

で小面積皆伐

営業本部 廃木材のバイオ

マスエネルギー

利用促進

燃料チップ取扱量の拡

大（212,000㎥ ）

取扱目標ほぼ達成

（203,065㎥）

新規仕入先開拓（バ

ーク、生木含む）に

よる取扱量の増加

地球温暖

化防止

住宅本部 居住時CO2排出の

削減

住宅商品の次世代エネ

ルギー基準対応住宅の

受注比率 50％以上をめ

ざす

新商品への次世代省エ

ネルギー基準対応を標

準採用し、次世代省エネ

仕様の受注比率 69％を

達成

次世代省エネ住宅の

供給推進(受注比率

80％)

営業本部 木質系廃棄物リ

サイクル取組み

製紙、ボード向け解体チ

ップの取扱量拡大(目

標:173,000㎥)

取扱実績 174,862 ㎥と

なり、目標達成

製紙、ボード向け原

料用チップ取扱量拡

大

住宅本部 特定建設資材リ

サイクル率の向

上

2005 年度までに指定リ

サイクル施設への持込

み実施率を95％とする。

指定リサイクル施設へ

の持込み 97％と目標を

達成した。

ゼロエミッションに

向けた取り組みに着

手する

RC 物件については、床

面積あたりの廃棄物量

を 0.10 ㎥/㎡以下とす

る。

0.05㎥/㎡と目標が達成

された

床面積あたりの廃棄

物量の削減に取り組

む(継続)

廃棄物削

減

集合住宅

本部

廃棄物削減への

取り組み

木造物件については、床

面積あたりの廃棄物量

を 0.13 ㎥ /㎡以下とす

る。

0.16 ㎥ /㎡と目標が達

成されなかった。

床面積あたりの廃棄

物量の削減に取り組

む(継続)

営業本部 持続可能な森林

資源を原材料と

した製品、原木の

取扱量拡大

エコマーク商品である

NPIL製品取扱量増加

初期目標未達成 日本繊維板工業会

「木質ボード環境宣

言・リサイクルマー

ク」商品であるNPIL

製品取扱量増加(継

続)

グリーン

調達

住宅本部 調達基準に準拠

した資材調達

新規メーカー採用時の

グリーン調達企業評価

適合率100％

目標達成 現取引メーカーのグ

リーン調達企業評価

適合率90％

● 関係会社 海外 2006年度より海外事業所において環境目標と実施計画に基づく取り組みを開始しました。

重点項目 関係会社 重点テーマ 2006年目標

RPI 植林の推進 植林本数目標70万本地球温暖化防止

KTI 植林の推進 植林本数目標140万本

NPIL チップ洗浄用水使用量の削減 削減対策の検討を実施廃棄物削減

ASTI 廃棄物削減(リサイクル材の利用徹底) 樹脂クラッシャー混入比率20％

有害物資削減 ALPINE 環境配慮商品(FSC 認証、F☆☆☆、F☆☆☆

☆)の拡販

環境配慮商品の販売量10,000㎥
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大建工業㈱ (大建工業㈱『社会・環境報告書2006』30～31頁から抜粋)

重点課題と取り組み内容 中期目標(2007年度) 2005年度目標 2005年度の達成状況 評価

南洋材の使用量

削減

当社グループで使用す

る南洋材合板を植林木

合板や植林木 LVL 等に

転換する技術開発を推

進する。

木質フロアー基材お

よび車両用合板など

に適用できる植林木

合板の利用技術を確

立する。

木質フロアー基材と

車両用合板に適用で

きる植林木合板の利

用技術を確立した。

○

環境と人にやさ

しい製品を積極

的に供給する

グリーン調達の

推進

全社の取り組みを見直

し、充実する。

グリーン調達ガイド

ライン(初版)を見直

し、整備する。

見直し案の作成を完

了した △

○目標が達成できた △達成できなかったが目標に近づいた

スウェーデンハウス㈱ (スウェーデンハウス㈱『環境・社会活動レポート2006』9頁から抜粋)

環境目的

項目 活動内容(到達点) 環境目標 2005年度の実績 評価

健康素材の徹底活用 2006年エコクロス・パイン材

採用率60％
エコクロス・パイン材

採用率55％

54.8％
△

木材(木材・ベニヤ)のごみ

40％削減

30％削減 22.9％削減
△

石膏ボードのごみ40％削減 30％削減 36.1％削減 ○

産業廃棄物の削減、発

生の抑制
重

点

項

目 梱包資材のごみ60％削減 35％削減 63.3％削減 ○

○達成、△ほぼ達成

エス・バイ・エル㈱ (エス・バイ・エル㈱『環境・社会報告書2006』７頁から抜粋)

環境行動指針 区分 2005年度目標 2005年度 対策と結果
自己

評価
2006年度環境行動方針

工場 木材歩留り向上

による木くず総

排出量の削減

目標・歩留まり

88％

歩留まりは、86.1％（年平均）であり、

目標は未達であった。原因は４～５

月、10～12 月の期間、２×４材の品

質低下による。このような状況の中、

資材の調達先と、毎月品質結果情報の

提供、コミュニケーションの強化を実

施し、品質低下に歯止めをかけた。ま

た、品質の良いSPFの使用を腰壁パネ

ル、妻パネルにまで使用を拡大した。

その結果、１～２月の歩留まりの平均

86.4％から３月 88.2％に向上した。

△

社内的には、品質がよく、

安定供給が可能である SPF

の使用を更に拡大すること

による、歩留まり向上を狙

う。また、社外的には、資

材調達先との連携を維持、

強化し、材料の品質向上、

安定供給を図り、歩留まり

向上を狙う。

ゼロエミッシ

ョンの推進

現場 物流センターよ

り部材輸送のた

めに使用する梱

包材廃棄物の削

減

つくば物流センターにおいては、部品

ケース使用サイズを変更による削減

や紙質軽量化などによりダンボール

の梱包材を削減した。また、山口物流

センターにおいては、梱包ケースの取

扱改善やメーカーへの追加小口発注

削減による納品時のケース削減等に

も取り込んだ。その結果、全体で１棟

当たり約 3.1 ㎏の廃棄物発生量を削

減した。

○

物流センター業務における

梱包材廃棄物を削減する。

○当期目標達成 △達成できなかったが目標に近づいた
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積水ハウス㈱ （積水ハウス㈱『持続可能性報告書2006年 1月期』42頁から抜粋）

部会 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2006年度目標

設計地盤高さの最適化による排出土・客土の

削減

効果的に排出土を削減で

きる設計地盤高さを算出

するシステムを開発。導

入に向けた社内研修を実

施しました。

○

廃ガラス利用建材の普及：経済産業省のプロ

ジェクトとして開発された廃ガラス利用建

材の商品化

研究段階を終え、量産化

に向けた意匠・性能・製

造技術等の検討を行いま

した。2006 年度も引きつ

づき検討を進めます。

○

環境

技術

部会

リモデル住宅の普及促進：買い上げを行わな

い大規模リフォームを請負型リモデルとし

て位置付け、事業展開を検討

展開エリアを広げること

で、請負型リモデルの普

及を推進します。

○

木材調達に関するガイド

ラインを策定

日本製紙グループ（日本製紙グループ『サステナビリティ・レポート2006』53頁から抜粋）

日本製紙㈱

目標区分 中長期目標 2005年度の取り組み 2005年度の成果

森林資源の保全 2008 年度までに自社海外植林面積

10万 ha以上

植林面積の拡大 2005年末 99,300ha

2006 年度までに自社海外植林地か

らの年間チップ供給量100万絶乾ト

ン以上

植林面積の拡大 30万絶乾トン

2008 年までに国内外全ての自社林

において森林認証を取得

国内:北海道全社有林で SGEC

認証取得

海外:パフォーマンス認証取

得の推進

国内:62,700ha(全面積の

70％)

海外:VTPなどでAFS取得

2008 年までに輸入広葉樹チップに

占める「認証材＋植林木」比率を

100％

森林認証取得の推進 79％

原材料のグリーン調

達

新聞用紙へのDIP配合率を75％以上 品質を確保しつつDIP配合率

を高める

74.3％

大王製紙㈱ (大王製紙グループ『社会・環境報告書 DAIO 2006』10頁から抜粋)

行動指針 行動目標 2005年度実績 対 2004年度比

1.森林資源の保

全と育成

1)2015 年度までにグループ全体で消費する広葉樹チ

ップの自社植林木比率を 45％にする

2)将来的には海外植林面積を60,000haに拡大

1)自社植林比率11％

2)海外植林面積32,400ha

1)3％増加

2)800ha増加

2.古紙利用の推

進

2010年度目標

1) グループ全体の古紙使用量240万トン以上

2) 三島工場の古紙パルプ使用量を継続して前年度

より増加

1)古紙使用量:183.2万ﾄﾝ

2)2004年度比3.9％増加

1)７千トン増加

2)3.9％増加
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王子製紙グループ(王子製紙グループ『企業行動報告書2006』29～30頁から抜粋)

環境憲章 行動指針
環境行動計画21

（目標達成年度 2010年度）
＊（2006年４月 27日改定）

2005年度の活動状況・進捗状況

①森のリサイクル推進 30万 haの海外植林。 海外植林

2005年度末既植林面積152,344ha  2004年度比11,988ha増加
(ただし収穫後の再造林が未完成の部分は含めない)

参考値:自社植林木のチップ使用量 370万 BD ﾄﾝ

2004年度比 56千 BD ﾄﾝ増加

②紙のリサイクル推進 王子製紙グループの古紙利

用率 62％

古紙利用率 60.5％ 2004年度比 0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ減少

参考値:古紙使用量4,968千ﾄﾝ 2004年度比102千ﾄﾝ増加

参考値:古紙使用量全国シェア 26.7％ 2004 年度比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ

増加

③地球温暖化対策の推

進
(略) (略)

2005 年度新規に

ISO14001 を取得

した事業所

・王子板紙㈱(中津川工場、恵那工場、大

阪工場)。これで王子板紙㈱全工場で取

得完了。

2005 年度までに

グリーン経営認

証を取得した事

業所

・2005年度中に中部支店春日井営業所、西

日本支店米子営業所・福岡営業所で認証

取得し、これで17営業所中15営業所で

取得完了し、残り２営業所が取得推進

中。

2005 年度までに

森林認証を取得

した森林

・海外ではニュージーランドPAN PAC社、

ニュージーランドSPFL社、オーストラ

リアAPFL社およびベトナム。QPFL社で

それぞれFSC認証を取得済み。

・国内社有林では上稲子山林(静岡県)、扶

桑山林(和歌山県)および美瑛山林(北

海道)に続き、2005年度には北海道の残

りの全社有林 155 カ所 12 万 ha で SGEC

認証を取得済み。

④環境改善対策・環境管

理態勢の強化

目標

(1)王子製紙グループ各事業

所 の 実 情 に 合 せ て 、

ISO14001 や環境省の推奨

するエコアクション21な

どの環境マネジメントシ

ステムの認証取得を推進

する。また物流関係会社

においては国土交通省の

推奨するグリーン経営認

証を2006年度末までに全

事業所で取得する。

(2)海外の植林地について

は、全植林地で森林認証

の取得を推進する。また

国内の社有林について

は、SGEC の認証取得を進

めていく。
環境監査による

事業所の環境保

全指導

・国内 151 カ所中 78 事業所、海外 9 カ所

中4カ所で環境監査を行い、それぞれ環

境保全の指導を行った。

KP 漂白工程の

ECF 化(無塩素漂

白化)

・2005年度中に苫小牧工場で設置完了、そ

の後 2006 年度の 4 月から 6 月にかけて

冨岡工場、釧路工場、呉工場でECFへの

切り替え工事を行ってすべての王子製

紙グループの ECF化が完了した。

⑤環境負荷の小さい生

産技術と製品の開発

環境配慮研究と

新製品の開発

・FSC認証された自社植林木と新聞古紙を

配合した環境バランス用紙「FR」を開発。

・FSC認証された自社植林木と新聞古紙を

配合した高級印刷用紙「マシュマロCoC」

の新色製品、および各種印刷用紙「エコ

フォレスト」を開発。

⑥廃棄物の低減と有効

利用の推進
(略) (略)

⑦環境対応技術の海外

移転推進

・マダガスカルでの植林試験プロジェクト調査と CDM 事業の

具体化検討

・オーストラリアで森林資源研究所の活動展開

・中国に最新製紙技術の工場設置のための技術調査
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(3）製紙業界における合法性認定

日本製紙連合会では、2006 年３月の理事会において、「違法伐採問題に対する

日本製紙連合会の行動指針」を採択した。また合法性・持続可能性の証明におい

ては、「林野庁ガイドライン」において３番目に提示された「個別企業等の独自

の取組による証明方法」の採用を決定している。

日本製紙連合会は、38の正会員企業、６つの加入団体からなる団体である。2005

年の製紙用原料であるパルプと原料製紙用原料が主流となるチップの需給量は、

丸太換算値で 3,760 万 8,000 ㎥ で、木材需給量の 44％を占めている1。製紙業界

の動向は、木材の合法性・持続可能性証明の普及・拡大をはかる上で注目される。

日本製紙連合会会員名簿
企業名 所在地 電話番号

■正会員

アテナ製紙㈱ 〒701-0204 岡山県 岡山市大福721 086-282-0251

愛媛製紙㈱ 〒799-0401 愛媛県 四国中央市村松町370 0896-24-3330

王子板紙㈱ 〒104-0061 東京都 中央区銀座5-12-8 03-3543-1111

王子製紙㈱ 〒104-0061 東京都 中央区銀座4-7-5 03-3563-1111

王子特殊紙㈱ 〒104-0061 東京都 中央区銀座5-12-8 03-5550-3041

大阪製紙㈱ 〒555-0001 大阪府 大阪市西淀川区佃7-1-60 06-6472-6331

大津板紙㈱ 〒520-0802 滋賀県 大津市馬場3-10-1 077-522-4171

㈱岡山製紙 〒700-0845 岡山県 岡山市浜野1-4-34 086-262-8750

加賀製紙㈱ 〒921-8054 石川県 金沢市西金沢1-111 076-241-1151

紀州製紙㈱ 〒104-0028 東京都 中央区八重洲2-2-1 03-3274-0180

北上製紙㈱ 〒021-0864 岩手県 一関市旭町10-1 0191-23-3366

興亜工業㈱ 〒417-0847 静岡県 富士市比奈1286-2 0545-38-0123

㈱ 興人 〒103-0022 東京都 中央区日本橋室町4-1-21 03-3242-3011

三善製紙㈱ 〒920-0338 石川県 金沢市金石北3-1-1 076-267-1151

山陽板紙工業㈱ 〒704-8114 岡山県 岡山市西大寺東1-2-55 086-943-6111

大王製紙㈱ 〒799-0492 愛媛県 四国中央市三島紙屋町2-60 0896-23-9001

大興製紙㈱ 〒416-8660 静岡県 富士市上横割10 0545-61-2500

大和板紙㈱ 〒582-0004 大阪府 柏原市河原町5-32 0729-71-1445

高砂製紙㈱ 〒303-0041 茨城県 常総市豊岡町甲60 0297-24-0611

立山製紙㈱ 〒930-0214 富山県 中新川郡立山町五百石141 0764-63-1311

中越パルプ工業㈱ 〒104-8124 東京都 中央区銀座2-10-6 03-3544-1524

東海パルプ㈱ 〒104-0028 東京都 中央区八重洲2-4-1常和八重洲ビル 9F 03-3273-8281

東邦特殊パルプ㈱ 〒101-0047 東京都 千代田区内神田1-4-1大手町21ビル 5F 03-3295-7740

㈱トキワ製紙カンパニー 〒488-8505 愛知県 尾張旭市晴丘町東82 0561-53-3315

特種製紙㈱ 〒411-8790 静岡県 駿東郡長泉町本宿501 0559-88-1111

㈱ 巴川製紙所 〒104-8335 東京都 中央区京橋1-5-15 03-3272-4121

日本製紙㈱ 〒100-0006 東京都 千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル 03-3218-8000

日本大昭和板紙㈱ 〒103-0027 東京都 中央区日本橋2-1-3日本橋朝日生命館 03-3242-7311

兵庫製紙㈱ 〒679-2123 兵庫県 姫路市豊富町豊富2288 0792-64-1221

兵庫パルプ工業㈱ 〒669-3131 兵庫県 丹波市山南町谷川858 0795-77-1081

福山製紙㈱ 〒532-0031 大阪府 大阪市淀川区加島2-2-1 06-6301-2131

北越製紙㈱ 〒103-0021 東京都 中央区日本橋本石町3-2-2 03-3245-4500

丸三製紙㈱ 〒975-0039 福島県 原町市青葉町1-12-1 0244-22-3111

丸住製紙㈱ 〒799-0196 愛媛県 四国中央市川之江町826 0896-57-2222

三島製紙㈱ 〒104-0061 東京都 中央区銀座6-16-12丸高ビル 03-3542-3151

三菱製紙㈱ 〒100-0005 東京都 千代田区丸の内 3-4-2新日石ビル 03-3213-3751

リンテック㈱ 〒173-0001 東京都 板橋区本町23-23 03-5248-771

レンゴー㈱ 〒530-0005 大阪府 大阪市北区中之島2-2-7 中之島ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 06-6345-2371

1 林野庁『木材需給表』
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日本製紙連合会の行動指針は、以下の通りである。

また日本製紙連合会は「違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針に則

して実施されている会員企業の違法伐採対策を向上させるため、会員企業の求め

に応じて日本製紙連合会としてモニタリング(調査及び監査)を行う」2こととし、

2007 年３月に違法伐採対策モニタリング事業を発足させている。

この事業は 2007 年度から実施するものである。実施にあたっては日本製紙連

合会理事長が学識経験者、消費者代表等から監査委員会委員を任命し、監査委員

会が違法伐採対策モニタリング事業の指導、助言、監査を行うものである。

日本製紙連合会では、このモニタリング事業を次頁のように公表している。

2 日本製紙連合会『日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業』（http://www.jpa.gr.jp/）、次頁参照
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日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業

1. 目的

林野庁のガイドラインに基づき、違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針に則し

て実施されている会員企業の違法伐採対策の信頼性を向上させるため、会員企業の求めに応

じて日本製紙連合会としてモニタリング（調査及び監査）を行う。

2. 実施体制

(1) 監査委員会

日本製紙連合会に学識経験者、消費者代表等で構成される監査委員会を設置する。監査委

員会は、違法伐採対策モニタリング事業の指導、助言及び監査を行う。監査委員会委員の任

命は日本製紙連合会理事長が行う。委員長は委員の互選とし、委員会の招集及び運営は委員

長が行うものとする。

監査委員会委員（案）

東京大学大学院教授 永田 信氏

全日本文具協会専務理事 田端 勝利氏

グリーン購入ネットワーク 佐藤 博之氏

森林総合研究所 立花 敏氏

みすずサステナビリティ研究所 野村 恭子氏

(2) 調査員

違法伐採対策モニタリング事業によるモニタリングは、理事長が指名した調査員が実施す

る。理事長は、原則として、日本製紙連合会職員のうち、モニタリングを行うに足りる知識

と経験を有する者を調査員に指名する。ただし、必要に応じて、しかるべき外部の者を調査

員に指名することができる。

3. モニタリングの内容

(1) 経常モニタリング

調査員は、違法伐採対策を実施している会員企業本社を訪問し、前年度の違法伐採対策の

取組状況について、面談及び書面に基づくモニタリングを実施する。モニタリング結果につ

いては、監査委員会に報告することとする。モニタリング結果については、監査委員会に報

告することとする。モニタリング結果に改善すべき事項があった場合には、監査委員会は、

当該会員企業に改善意見を付すことができる。

(2) 特別モニタリング

調査員は、特に必要があると認められる場合には、随時、実地調査を実施することができ

る。

4. その他

(1) モニタリングに要する費用

モニタリングに要する費用の一部（監査委員会運営費及び調査の旅費、宿泊費等の実費）

については、モニタリングを受ける会員企業の負担とする。

(2) モニタリング結果の公表

モニタリング結果を含めた連合会全体としての取組状況の概要については、毎年度、ＨＰ

等で公表する。

(3) モニタリング事業の開始時期

違法伐採対策モニタリング事業についは、２００７年度より開始することとする。
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合法木材ナビ（http://goho-wood.jp/）では、「製紙業界の違法伐採対策」と

して、製紙業界の対応の概要を以下のように紹介している。

１．原料調達方針の作成

２．合法証明システムの作成

３．関連書類の５年間に渡る保管

４．各企業は取組の概要をホームページで公開し、第三者監査を実施。

また合法木材ナビでは、2007 年３月現在、原料調達方針を公表している事業体

として、王子製紙グループ、大王製紙グループ、日本製紙グループ、中越パルプ

工業㈱、兵庫パルプ㈱、三菱製紙㈱、北越製紙㈱、紀州製紙㈱、丸住製紙㈱の９

企業・グループの事業体名を掲載している。原料調達基準を公開している製紙企

業の、原料調達基準の内容を整理すると次表のようである。

木材原料調達の基本方針

大
王
製
紙

王
子
製
紙
グ
ル
ー
プ

日
本
製
紙
グ
ル
ー
プ

中
越
パ
ル
プ

兵
庫
パ
ル
プ

三
菱
製
紙

北
越
製
紙

紀
州
製
紙

丸
住
製
紙

間伐材・リサイクル原料の積極的活用 ○ ○ ○ ○ ○

森林の保護育成、健全な林産業経営を営んでいるソ

ースからの調達
○ ○

植林木調達の促進 ○ ○

植林木、再・未利用原料のみを調達 ○

海外輸入原料はすべて植林木 ○

認証材の積極的優先的活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

持続可能な経営林のみから調達 ○

認証材、合法材のみを調達 ○ ○

合法木材を調達 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

具
体
的
な
調
達
方
針

利害関係者との対話を通じ、環境と社会に配慮した

原材料調達レベルの向上
○

違法伐採材の使用・取引禁止 ○ ○ ○ ○ ○

保全価値が高い森林からの調達禁止 ○ ○ ○

伝統を守る権利、市民権が侵害されている森林から

の調達禁止
○ ○ ○

深刻な社会的紛争がある地域の森林から生産され

た木材原料調達の禁止
○

禁
止
事
項

遺伝子組替樹木の取扱禁止 ○ ○ ○ ○

原料調達の定期的第三者監査 ○ ○ ○ ○

トレーサビリティーシステムの構築・確保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

サプライヤーとの公平・公正な取引 ○

サプライチェーン全体で人権・労働へ配慮 ○

森林認証制度の普及を推進 ○ ○ ○

自社有林における森林認証取得 ○ ○ ○ ○

そ
の
他

社有林における海外植林の拡大 ○ ○ ○
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これら９つの企業・グループの調達方針において設定されている内容は、当然

のことながら「合法木材の調達」が全ての企業の方針に盛り込まれた他、全ての

企業が「トレーサビリティーシステムの構築・確保」を掲げている。

これら９企業・グループの環境報告書においても、以前は原料調達に関しては、

「天然林資源の使用を削減して人工林資源を増加させる」との内容が多かった。

しかし 2006 年までに、これらの企業・グループでは、より具体的な原料調達基

準を設定し、その基準の中で明確に合法木材の使用を掲げるようになった。

また調達にあたっての禁止事項としては、「違法伐採材の使用・取引禁止」の

他、「遺伝子組替樹木の取引禁止」、「保全価値が高い森林からの調達禁止」、「伝

統を守る権利、市民権が侵害されている森林から生産された木材原料調達の禁

止」、「深刻な社会的紛争がある地域の森林から生産された木材原料調達禁止」等

FSC の認証に必要な要件となる社会環境に配慮した項目を盛り込んだ企業もある。

さらに全企業が掲げた「トレーサビリティーシステムの構築・確保」とも関連

して、「原料調達の第三者監査」を実施しようとしている企業が４社ある。また

「森林認証制度の普及を推進」、「自社有林における森林認証取得」を掲げた企業

も５企業ある。

以下ではこれら９つの企業・グループの木材調達の基本方針等を紹介する。

①王子製紙グループ

王子製紙グループでは、『企業行動報告書 2006』3において、環境対応、企業活

動の報告を行い、同報告書にも「木材原料の調達方針」が掲載されている。

まずこの『企業行動報告書』と木材原料調達方針の対象となる範囲は、王子製

紙㈱を核とした 28の製紙工場を含む、以下の 37の事業体である。

王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』の集計範囲
業態区分 集計範囲の企業名 備 考

製紙会社 王子製紙㈱［９工場］、王子板紙㈱［12 工場］、王子ネピア㈱［３工場］、王子特殊

紙［４工場］

４企業。［ ］内は

主要工場数。

製品加工会社 王子チヨダコンテナー㈱、王子コーンスターチ㈱、㈱ユボ・コーポレーション、王

子キノクロス㈱、王子パッケージング㈱、王子タック㈱、王子製袋㈱、シノムラ化

学工業㈱、静岡王子コンテナー㈱、協同紙工㈱、㈱チューエツ、ムサシ王子コンテ

ナー㈱、王子木材緑化㈱、高崎化成㈱、日本青果包装㈱

15企業。

サービス業 ㈱苫小牧エネルギー公社、（医）王子綜合病院、㈱DHC銀座、王子不動産㈱、㈱ホテ

ル王子

１公社、１医療法

人、３企業。

運輸・倉庫業 王子埠頭㈱、王子海運㈱、王子物流㈱、亀甲通運㈱、王子陸運㈱、平田倉庫㈱、本

州東信㈱

７企業

その他 王子斉藤紙業㈱ １企業

資料：王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』４頁

3 王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』王子製紙㈱環境経営部2006年９月
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右表は、王子製紙グループが 2005

年４月に公表した調達方針である。

木材原料調達において、同グルー

プが最も力を入れいている取り組み

は、「地球環境、地域社会に配慮した

原料調達とともに、木材原料につい

ての説明責任をはたすため、原料の

トレーサビリティの精度を上げるべ

く取り組んでいます」と『企業行動

報告書 2006』に明記されているよ

うに、トレーサビリティーシステム

の充実にある4。

王子製紙グループでは、14 カ国か

ら木材チップを輸入しており、輸入

木材チップの主な産地はオ－ストラ

リア(32％)、南アフリカ(18％)、ベ

トナム(11％)である。同グループで

は、輸入木材チップについては、現

地駐在員、商社駐在員が木材チップ

を船積みする前に、サプライヤーが

船積みごとに作成しているトレーサ

ビリティレポートを確認している。

王子製紙グループが輸入した木材チップに占める植林木、認証材の比率は上昇

している。輸入チップにおける植林木の比率は、2004 年度は 72％、2005 年度は

76％であり、2011 年度には 81％にすることを目標としている。認証材について

は、2004 年度 15％、2005 年度 33％であったが、2011 年度には 65％と半数以上

までに比率を高めようとしている。5

海外植林地については、現地植林会社が相次いで森林認証を取得し、2001 年

12 月に PAN PAC 社(NZ、２万 8,350ha)、2004 年２月には SPFL 社(NZ、9,796ha)、

2004 年 10 月には APFL 社(オーストラリア、２万 3,746ha)、2005 年６月には

CENIBRA 社(ブラジル、４万 9,183ha)、2006 年３月は QPFL 社(ベトナム、9,123ha)6

4 王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』王子製紙㈱環境経営部2006年９月 15頁
5 『前掲書』16頁
6 『前掲書』34頁

木材原料の調達方針

● 調達理念

紙の原料となる木材は、再生産が可能な優れた資源であ

る。木材原料の調達にあたって、持続可能な森林経営により

育成される資源をソースとするグリーン調達を推進する。

● 調達指針

１．森林認証材の拡大

自社海外植林事業について、森林認証の 100％取得を目指

す。外部購入については、森林認証材を優先的に購入し、非

認証材のサプライヤーについては森林認証の取得を積極的

に奨励する。

２．植林木の増量、拡大

自社海外植林事業を拡大し植林木の時給量を増やし、原

料中の植林木比率を高める。

３．未利用木材の有効活用

資源活用の観点から製材廃材、間伐材等の有効活用を推

進する。

４．原料のトレーサビリティの確保

木材原料の出所を遡り、原料が適正に適正に管理された

森林より生産されたものである事を確認する。特に違法伐採

による木材は購入しない。このために、当社が調達する木材

原料のトレーサビリティを確保する。この精度を上げるべく

サプライヤーに、原料の出所情報を常時把握するよう指導を

行う。トレースの結果については監査を行う。

５．情報の公開

調達指針の実施状況について、概要を公開する。

王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』15頁
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が FSC の森林認証を受けている他、オーストラリア・タスマニア州のサプライヤ

ーである Gunns 社は、AFS(Australian Forestry Standard)の認証を受けている7。

王子製紙グループの海外植林面積は 15万 2,344ha で、2011 年には植林面積を 30

万 ha にまで拡大する目標を掲げている。現段階では海外植林面積の内の 79％の

植林地が、森林認証を取得している。

王子製紙グループの海外植林実施状況
事

業

国名 地域 会社名 設

立

出資企業名 樹種 植林目標

面積(ha)

2005年度末

植林済面積

伐期

(年)

NZ 南島 SPFL 92 王子製紙㈱、伊藤忠商事㈱、

日本ゼロックス㈱、富士ゼ

ロックスオフスサプライ㈱

ﾕｰｶﾘ 10,000 9,796 12

豪州 西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ APFL 93 王子製紙㈱、伊藤忠商事㈱、

㈱千種会、東北電力㈱、日

本郵船㈱

ﾕｰｶﾘ 26,000 23,746 10

ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾋﾞﾝﾃﾞｨﾝ省 QPFL 95 王子製紙㈱、双日㈱、大日

本印刷㈱

ｱ ｶ ｼ

ｱ･ﾕｰ

ｶﾘ

9,100 9,123 7

豪州 ﾋﾞｸﾄﾘｱ州 GPFL 98 王子製紙㈱、双日㈱、凸版

印刷㈱、北海道電力㈱

ﾕｰｶﾘ 10,000 6,565 10

豪州 ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ

州

BPFL 98 王子製紙㈱、伊藤忠商事、

㈱講談社、セイホク㈱、電

源開発㈱、㈱JPリソーシス

ﾕｰｶﾘ 10,000 4,376 10

豪州 ﾋﾞｸﾄﾘｱ州 EPFL 99 王子製紙㈱、双日㈱、㈱小

学館、日本紙パルプ商事㈱

ﾕｰｶﾘ 10,000 3,133 10

中国 広西壮族自

治区

CPFL 01 王子製紙㈱、丸紅㈱ ﾕｰｶﾘ 6,000 4,862 6

ラオス ラオス中部 LPFL 05 王子製紙㈱、国際紙パルプ、

㈱集英社、㈱商船三井、㈱

千種会、㈱リクルート、㈱

第一紙業、㈱サトー、シー

ズクリエイト㈱、㈱日本通

信教育連盟、マルマン㈱、

ラオス政府

ﾕｰｶﾘ 50,000 1,876 7

チ
ッ
プ
輸
出

中国 広東省恵州 KPFL 05 王子製紙㈱、広東南油経済

発展公司、広東南油経済発

展湛江公司、丸紅㈱

ﾕｰｶﾘ 60,000 11,334 5

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾐﾅｽ･ｼﾞｪﾗｲｽ

州

*CENIBRA 73 日伯紙パルプ資源開発㈱

(王子製紙㈱、国際協力銀行

他)

ﾕｰｶﾘ 43,450 49,183 7
パ
ル
プ
生
産

NZ 北島 *PAN PAC 91 王子製紙㈱、日本製紙㈱ ﾊﾟｲﾝ 26,010 28,350 30

計 260,560 152,344

最終目標 300,000

*植林面積は、CPFL社・KPFL社・CENIBRA 社は 05 年 12 月末の数字。その他のプロジェクトは 05年 3月末の植林地面積。

QPFL社や融資植林605haを含む。

*PAN PAC、CENIBRA の目標並びに植林済面積(見込)は、全体の面積を当社出資比率にて按分。(PAN PAC:86.7％、

CENIBRA:39.5％)

全体の面積-PAN PAC:目標面積30,000ha、植林済面積32,699ha  CENIBRA: 目標面積110,000ha、植林済面積124,513ha

出典: 王子製紙グループ『企業行動報告書 2006』王子製紙㈱環境経営部2006年９月35頁から転載

7 『前掲書』20頁
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王子製紙グループだけでなく、製紙企業の海外植林への出資は、製紙会社だけ

でなく、多くの関連・異種企業が行っている。合法木材認証に関連しては、海外

植林出資に参加している企業が、海外植林活動＝環境貢献と位置付けている場合

が多いので、今後、これらの企業の環境対応の動向も注視すべきである。

なお王子製紙グループの国内社有林においては、2005 年 12 月までに全社有林

の 66％にあたる 12万 5,854ha が、2006 年末までに 14万 9,020ha が SGEC の森林

認証を取得している。

②大王製紙グループ

大王製紙グループは、38の企業から成るグループ会社である。大王製紙グルー

プも王子製紙グループ同様、木材原料に関わる調達方針を社会・環境報告書に掲

載しており、その報告書の報告の範囲・対象企業は次表の通りである。

大王製紙グループ『社会・環境報告書 DAIO 2006』の報告の範囲

区 分 集計範囲の企業名 備 考

段ボール 大王製紙パッケージ㈱、中部大王製紙パッケージ㈱、東海大王製紙パッケ

ージ㈱、関西大王製紙パッケージ㈱、九州大王製紙パッケージ㈱、阪神大

王製紙パッケージ㈱、中国大王製紙パッケージ㈱

７企業

製紙 大王製紙㈱、名古屋パルプ㈱、大成製紙㈱、丸菱ペーパーテック㈱、ハリ

マペーパーテック㈱、大日製紙㈱、いわき大王製紙㈱、大津板紙㈱

８企業

H&PC生産会社 大宮製紙㈱、エリエールホームペーパー㈱、赤平製紙㈱、ダイオーペーパ

ーコンパーティング㈱、エリエールペーパーテック㈱

５企業

印刷 末広印刷㈱、㈱美幸堂、コンピュータ印刷㈱、エリエール印刷㈱ ３企業

生

産

拠

点

加工 ダイオーペーパーテック㈱、エリエールテクセル㈱ ２企業

エンジニアリング 東京電子工業㈱、ダイオーエンジニアリング㈱、ダイオーメンテナンス㈱ ３企業

運輸 大王紙運輸㈱ １企業

流通 大阪紙販売㈱、四国紙販売㈱、大建紙販売㈱、中国紙販売㈱、東京紙パル

プ交易㈱、東京紙パルプインターナショナル㈱、富士ペーパーサプライ㈱

７企業

非

生

産

拠

点 海外 フォレスタル・アンチレ（チリ）、エリエールリゾーツINC(ハワイ) ２企業

資料：大王製紙グループ『社会・環境報告書 DAIO 2006』大王製紙㈱、47頁

大王製紙グループでは、グリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する

基本方針」の改定を受けて、2006 年３月に、次表のように『木材原料調達理念と

基本方針』を定めている。2006 年３月６日に大王製紙㈱が発表したニュースリリ

ースでは、「この調達理念と基本方針に基づき、当社グループ会社が４月１日以

降出荷する製品は、改正グリーン購入法で求められている伐採から流通経路が全

て把握された木材のみを使用し、違法伐採材を含まない製品であることを保証し

ています」8と明記している。

8 大王製紙㈱『NEWS RELEASE』「木材原料調達理念と基本方針について」2006年 3月 6日
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具体的には、「全納入業者（国

内材 190 社、輸入材 15 社）に対

して、原木伐採からの流通経路に

関する調査を実施し（中略）2005

年に納入された木材原料は全て

合法的に伐採されたものである

こと確認し、2006 年４月より、「当

社製品の木材原料調達の証明書」

の発行を開始」9している。

また同グループでは、「木材原

料調達理念と基本方針」と併せて、

「行動指針と行動目標」も公表し

ている。

その項目と内容は以下である。

1) 植林木と再・未利用材の購入

2006 年度の購入比率を、輸

入広葉樹 60％、輸入針葉樹

22％、国産材 18％とする他、

輸入チップの植林木比率を

80％にするとともに植林木チ

ップ全体の比率を 70％とし、

解体材、製材廃材、間伐材、

林地残材等の再・未利用材の

割合を 30％にする。

2) 木材原料の持続的な森林経営

の推進、合法性の証明

合法性・持続可能性証明の

ために、原料納入業者に流通

経路・フローの提出を求め、

納入業者の定期的監査を行う。

調査・監査項目は、木材の数量・種類、分別方法、在庫管理方法の他、木

材の伐採地域、再・未利用材においては製材工場、チップ工場の所在地等。

9 大王製紙グループ『社会・環境報告書 DAIO2006』大王製紙㈱、13頁

木材原料調達理念と基本方針

■理念

大王製紙グループは DAIO地球環境憲章の理念

に基き、木材原料の調達を通じ、森林資源を有

効かつ効率よく利用し、環境と調和した持続可

能な森林経営の推進に取組みます。

■基本方針

1. 植林木、再・未利用材の購入

購入する木材原料について、植林木か

ら生産された木材原料もしくは再・未

利用材のみを調達します。

2. 持続的な森林経営の推進

伐採から流通経路までが把握され、持

続的な森林経営が行われている森林か

ら、合法的に伐採されたことが証明さ

れた材のみを調達します。

(再・未利用材は製材工場、チップ工場

までのトレースとします。)

3. 森林認証材の増量

自社植林事業は全て森林認証を取得し

ます。

(チリ及び豪州での自社海外植林事業

は全て森林認証を取得済みです。)

森林認証未取得のサプライヤーには認

証取得を奨励します。

4. 自社海外植林の拡大

自然環境の保護、地球温暖化防止のた

め自社海外植林面積を拡大し、大王製

紙グループの生産活動で排出される二

酸化炭素の全量を自社植林で吸収・固

定を目指します。

5. 法令の遵守

木材原料の調達にあたり、法令・企業

倫理を遵守し、公平かつ公正な取引を

行います。

資料:大王製紙グループ『社会・環境報告書

DAIO2006』大王製紙㈱、13頁
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3) 森林認証材の増量

大王製紙グループでは、原料チップに関わる目標を設定している。具体的に

は 2015 年までの長期目標においては、グループで使用する広葉樹チップの中

の自社植林木比率を 45％にまで高めること、輸入チップにおける森林認証材の

比率を 75％に高めることである。輸入チップにおける認証材比率を高めるため

に、関係企業への認証取得を進めている。2006 年度における認証材比率は 36％

であった。

4) 自社海外植林の拡大

大王製紙グループは海外植林面積を６万haにまで拡大することを目標にし

ている。６万 haの植林地により、大王製紙グループが排出する二酸化炭素の

全量が自社有林で吸収・固定できる予定である。

大王製紙グループの海外植林の状況
事業地区 設立年 現地法人名 出資企業名 事業面積

(ha)

植林面積

(ha)

森林認証

チリ第Ⅹ州 89 ﾌｫﾚｽﾀﾙ・ｱﾝﾁﾚ社 大王製紙㈱ 60,000 7,500 2002 年 FSC

認証取得

豪州タスマニア州 99 ﾌﾟﾗﾝﾃｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾗ

ｯﾄﾌｫｰﾑ・ｵﾌﾞ・

ﾀｽﾏﾆｱ

大王製紙㈱、ニッセン、ナカ

バヤシ、ウイル・コーポレー

ション、NBSリコー、日経 BP

社、光文社、凸版印刷、JFE

商事

29,400 3,000 2004 年 AFS

認証取得

資料: 大王製紙グループ『社会・環境報告書 DAIO2006』大王製紙㈱、15頁

③日本製紙グループ

日本製紙グループは、日本製紙グループ本社と日本製紙㈱(洋紙事業)、日本大

昭和板紙㈱(板紙事業)とそれぞれの子会社で構成されている。

日本製紙グループ『サステナビリティ・レポート 2006』の報告範囲
区 分 集計範囲の企業名 備 考

紙・パルプ 日本製紙グループ本社、日本製紙㈱[12工場]、日本大昭和板紙㈱[６工場]、日本製

紙クレシア㈱[４工場]、北上製紙㈱[１工場]、興陽製紙㈱[１工場]、日本製紙 USA

［１工場］

7企業・25工場

日本紙パック㈱ 草加紙パック㈱、江川紙パック㈱、三木紙パック㈱、石岡加工

㈱、勿来フィルム㈱

６企業

日本製紙ケミカル㈱ ６事業所

日本製紙木材㈱ ６工場

秋田十條化成㈱ １工場

日本紙通商㈱

紙関連事業

日本製袋㈱

㈱パル 湧別パル建材㈱、関東パルプ㈱、パルテック㈱、エヌ・アンド・

イー㈱

５企業木 材 ・ 建

材・土木関

連事業 大昭和ユニボード㈱ １工場

その他事業 四国コカ・コーラプロダクツ㈱ １工場

注: 上記企業は、下記レポートの環境関連の基本方針、体制、環境会計、環境パフォーマンスデータの集計対象

資料: 日本製紙グループ『サステナビリティ・レポート2006』２頁、57頁
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日本製紙グループでは、2005 年 10 月に「原料調達に関する理念と基本方針」

を発表した。その基本方針は、環境に配慮した原料調達、社会に配慮した原料調

達、ステークホルダーとの対話の推進の３つの柱から成り、環境に配慮した原料

調達の中では、違法伐採の撲滅支援が明記されている。

日本製紙グループでは、「原料調達

に関する理念と基本方針」の策定を受

けて、2006 年８月にこの理念と基本方

針を実践するための計画である「木質

原料調達に関するアクションプラン」

が設定された。

この「アクションプラン」は原料調

達への取り組みを、「海外材」と国産

材に分けて、それぞれ調達体制と取り

組み内容を定めている。

「海外材」への取り組み内容におい

ては、船積み単位で違法伐採材の混入

がないように書類で確認すること、年

１回サプライヤーを調査することが

記されている。

また国産材については、国産材原料

を日本製紙グループに納入する日本

製紙木材㈱と㈱南栄が、木材関係団体

から合法木材供給者認定を受けて、合

法性が証明された原料を納入するよ

うにしている。同グループには、これ

ら２つの企業が、約 750 社の納材業者

から集荷している。

国産材のグリーン購入法の環境物

品等の調達の推進に関する基本方針

における合法性確認については、日本

製紙㈱が 2006 年７～９月に納材業者

を対象に調査を行った。

その結果、23％が合法木材供給認定

を受けた業者、15％は合法木材供給認定申請を行っている業者で、納材業者の

原材料調達に関する理念と基本方針

●理念
『私たちは、環境と社会に配慮したグローバル・サプラ

イチェーン・マネジメントを通じ、信頼される原材料調

達体制の構築を目指します。』

●基本方針
1. 環境に配慮した原料調達

(1) 木質資源は、持続可能な森林経営※が行われ

ている森林から調達します。

(2) 違法伐採材は使用・取引しないとともに、違

法伐採の撲滅を支援します。

(3) 循環型社会を目指し、リサイクル原料を積極

的に活用します。

(4) 化学物質については、関連法規等を遵守し適

正な調達を行います。

(5) トレーサビリティ・システムを構築し、サプ

ライチェーン全体で上記項目が実践されて

いることを確認します。

2. 社会に配慮した原料調達

(1) サプライヤーとの公平かつ公正な取引を追

求します。

(2) サプライチェーン全体で、人種・労働への配

慮を実践していきます。

3. ステークホルダーとの対話の推進

(1) ステークホルダーとの対話を通じ、常に環境

と社会に配慮した原料調達のレベル向上を

目指します。

(2) 当社の取り組みを広く知ってもらうために、

積極的な情報開示を行います。

※『持続可能な森林経営』とは

持続可能な森林経営とは、経済的な持続性はもと

より、環境・社会面の持続性に対しても配慮した

森林経営を目指すものであり、日本製紙グループ

では以下のとおり定義する。

1)生物多様性の保全がなされていること

2)森林生態系の生産力および健全性が維持され

ていること

3)土壌および水資源が保全されていること

4)多面的な社会の要望に対応していること

資料: 日本製紙グループウェブサイト

(http://www.np-g.com/csr/ideology/materials.html)
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38％が合法木材供給認定業者登録をもって、合法性を証明しようとしている納材

業者であることがわかり、また納材業者の 52％は、廃材のみを供給する合板・製

材事業体、その他の 10％は伐採届や許可番号を記載した書類などにより証明を行

おうとしていることが判明したと結果している10。

日本製紙グループの木材原料調達に関するアクションプラン

海外材に対する取り組み 国産材に対する取り組み

調達体制 日本製紙㈱は、紙・パルプ用の原料

として、関係会社を含む海外サプラ

イヤー約20社から木材チップを調達

しています。これらは主に商社を通

じて購入しており、サプライヤーは

長年にわたって継続的に取り引きし

ている、信頼できるパートナーです。

調達体制 紙・パルプ原料としての国産材について

は、日本製紙㈱の子会社である日本製紙木

材㈱と㈱南栄が約 750 社の納材業者から

集荷しています。

①船積み単位で、「木材の伐採地域と

サプライヤーが関連法規を遵守し

ており、違法伐採材が含まれてい

ないこと」について、関連書類に

よって確認しています。

取り組み内容 ①日本製紙木材㈱と㈱南栄は、木材関係団

体から合法性に関する認定を受けていま

す。日本木材製紙㈱は、この両者から、

合法性が確認された材の供給を受けてい

ます。

②サプライヤーを対象に、以下の項

目について詳細な調査を年１回実

施しています。

・適用される法規とその遵守状況

・森林形態、森林所有および森林認

証の状況

・人権、労働および社会への配慮

・生物多様性、生態系および土壌・

水資源の保全状況

②日本製紙木材㈱と㈱南栄は、納材業者か

ら納入されている材について、合法性を

確認しているほか、納材業者に関する以

下の情報を把握しています。

・ 納材業者名・住所

・ 納材業者の関係団体認定の有無

・ 材の内容（間伐材、製材廃材、国産材、

輸入材、広葉樹、針葉樹）

・ 労働および環境への配慮

取り組み内容

③木材チップの他、輸入パルプにつ

いても上記と同様に調査します。

③国産パルプについても、違法伐採材が含

まれていないことおよび環境配慮上、問

題がある材が含まれていないことにつ

いて確認しています。

調達方針に基づく調達を確実なものにするための施策

文書の保存につ

いて

関連資料について最低５年間保管するものとし、保管について、別途、商法その他の法律の適用を受

ける場合はその規定を遵守しています。また、それらの資料は監査などの必要に応じて開示していま

す。

①オーストラリア、チリ、南アフリカなど主要なチップ調達先の国には日本製紙㈱の従業員が駐在し、

船積みに立ち会うほか納入される原料の品質を確認しています。また、サプライヤーの操業に関す

る情報や当該地域の社会情勢などについても把握しています。

②各工場の原材料部門は、国内材の集荷を担当している子会社に対して、国産材の合法性確認や納材

業者の情報把握を適切に実施しているかを定期的に点検しています。また、同部門および上記子会

社は、系列チップ工場に対しても同様の点検を実施しています。

取り組み内容

③日本製紙㈱は、調達方針に沿った木質原料調達を実践できているかについて、第三者機関に監査を

依頼する予定です。自らの取り組みについて第三者の客観的な支店で評価してもらい、そこで得ら

れた提言については前向きに取り組んでいきます。

監査結果などの

情報開示につい

て

第三者による監査の内容、当社の独自調査の結果や重要な情報については、今後、サステナビリティ・

レポートや当社のウェブサイトで紹介していきます。

資料：日本製紙グループウェブサイト（http://www.np-g.com/csr/ideology/action_plan.html）

2006 年 10 月、日本製紙グループは、同年９月末までに海外における植林地面

10 日本製紙グループ『木質原料調達に関するアクションプランの進捗について』

（http://www.np-g.com/csr/ideology/action_plan2.html）
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積が 10 万 4,000ha に達したと発表した。同グループの当初計画では、海外植林

地面積は、2008 年までに 10万 ha を超える計画であった11。

日本製紙グループでは、2008 年まで

に、現在存在している国内外のすべて

の自社林について、森林認証の取得を

計画している。2006 年の報告書によれ

ば、森林認証の取得状況は右表の通り

である。

④中越パルプ工業㈱

中越パルプ工業㈱は、東京の本社

の他、製紙工場が鹿児島県に１工場、

富山県に２工場あり、2000 年から

2001 年にかけて、これらの工場が

ISO14001 の認証を取得している。

また本社、川内工場、能町工場で

は、FSCのCoC認証を取得している。

中越パルプ工業㈱では、2006 年４

月に「木材原料の調達方針」を公表

した12。その内容は右表の通りであ

る。この調達方針においても、合法

性の遵守、持続可能性の維持、トレ

ーサビリティの確保が核になって

いる。

また「木材原料の調達方針」と併

せて資源の有効利用の例として、竹

林が多い鹿児島県北西部における

竹パルプ、竹入紙の生産、群馬県尾

瀬国立公園において、毎年木道の架

け替えによって発生する廃材を原

11 日本製紙㈱「海外植林面積 10万ヘクタールを達

成」日本製紙グループ『ニュース』2006年 10月

12日付け
12 中越パルプ工業㈱ウェブサイト（http://www.chuetsu-pulp.co.jp/）

森林認証取得状況
取得割合 認証制度

オーストラリア 93％ AFS

南アフリカ 100％ FSC

チリ 0％ Certforchileを予定

日本 70％ SGEC

出典:日本製紙グループ『サステナビリティ・レポート

2006』31頁から転載

木材原料の調達方針
＜理念＞

木材原料の調達に当たっては木材資源の有効活用

を念頭に置き、法令遵守且つ持続可能な森林経営が

行われている森林からとし、森林資源の保護と育成

に努める。

＜調達指針＞

1.森林資源の保護育成と地球環境への貢献

再生可能な資源である森林を保護育成し、健全な

林産業経営を営んでいるソースからの調達を通

じて地球環境及び地域経済への貢献を目指しま

す。

2.合法性の遵守と持続可能性の維持

現地の法律や規則を遵守し持続可能な森林経営

が営まれている森林から生産された木材のみを

原料として使用します。(違法伐採材は使用しま

せん)

3.トレーサビリティの確保

木材の合法性、持続可能性を確認するシステムを

構築、安全な原料の調達に努めます。

4.森林資源の有効利用

製材残材、間伐材、家屋解体材等の木質原料を積

極的に利用し、資源の有効活用に努めます。

5.植林事業の積極推進

植林事業を積極的に推進するとともに、植林木原

材料比率を高めてゆきます。

6.森林認証システムの積極活用及び推進

森林認証システムを積極的に活用し、高保護価

値林が保護され、伝統を守る権利または市民権

が侵害されていない、適切に管理された森林か

ら生産された木材の調達に努めます。

7.情報の公開

木材原料調達ソースの情報を開示します。

出典: 中越パルプ工業ウェブサイト

（http://www.chuetsu-pulp.co.jp/）
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料とした紙の生産が例示されている13。同社の環境報告書では、合法性と持続可

能性の具体的確認方法を示している14。また木材原料の取り扱いについては、下

段の表ような動きがあった15。

13 中越パルプ工業㈱ウェブサイト（http://www.chuetsu-pulp.co.jp/）
14 中越パルプ工業㈱『環境報告書社会環境編 2006』2006年 12月 20日、９頁から転載
15 『前掲書』10頁

各サイトでの木材原料の合法性と持続性確認

1) 海外サプライヤー

木材原料の調達について、伐採地、その国・州などの法律に従って調達していること、地域にお

けるリスク評価データ等を中越パルプに提出してもらいます。

2) 国内サプライヤー

国内で調達される木材原料の合法性、持続可能性、地域のリスク評価データ等を中越パルプに提

出してもらいます。

3) 商社

海外のサプライヤーから提出された木材原料の合法性、持続性について中越パルプへ提出される

情報の写しを受領するとともに、合法性・持続性の確認がなされた木材原料の輸送を代行します。

4) 中越パルプ各工場

各工場は国内調達の木材原料の合法性、持続性を確認するとともに本社に連絡します。また、使

用する輸入材の合法性と持続性を本社から確認し受け入れます。これらの木材原料を使って製品を

製造します。

5) 中越パルプ本社

輸入する木材原料の合法性、持続性を海外のサプライヤーに確認し、確認できた情報を工場に

連絡するとともに、木材原料を商社を通じて各工場に供給します。各工場からの国内材の合法性、

持続性の確認も行って、出荷される製品の合法性、持続性のある木材原料を使用している旨、代理

店に通知します。

6) 第３者認証機関

中越パルプで行った合法性・持続性の確認・評価が適切に行われているかどうか定期的にチェッ

クする機関です。問題があった場合は、改善の指示が出されます。

7) 出荷

FSC認証製品、グリーン調達適合品、一般品などを代理店に出荷。

8) 販売代理店

中越パルプへの製品注文と製品を顧客へ販売しています。中越パルプからの製品原材料の合法

性・持続性の通知を基に顧客への証明を行います。

木質原料の取り扱いに関わる動き
1) 新システムの導入

2006年６月からFSCのクレジットマテリアルシステムの承認を受ける。

2) 製品に使用される木材チップのリスク評価

FSC製品を生産しているため、下記の項目に由来するチップを使用しない。

a.不法伐採のもとで収穫された木材

b.遺伝子組換による木材

c.伝統的、慣習的、あるいは市民権の侵害、または先住民やその他社会的利害関係者との対立

／紛争が明確に存在する地域から収穫さた木材

d.非認証の高保護価値森林から収穫された木材

e.植林地または森林使用以外の用途に転換された自然林から収穫された木材

3) FSC認証製品の枠を拡大

これまで生産が上質紙・塗工紙・高級板紙のバージンパルプ製品に限定されていた FSC認証

製品を加工原紙、包装紙、古紙配合の再生紙まで拡大。



98

⑤兵庫パルプ工業㈱

兵庫パルプ工業㈱は、兵庫県に所在

する世界第３位のクラフトパルプ専

抄メーカーで、年間 35万 BD ﾄﾝのチッ

プを、100％国内から集荷して、パル

プを製造・販売している。

同社の木材原料の調達基本方針に

は、合法性、持続可能性といったよう

な単語は出て来ない。しかし筆頭に法

令の遵守項目があり、「法令を遵守し

て生産された木材を調達します」との

一文が、合法性認証された木材を使用

する方針であることを示している。

⑥三菱製紙㈱

三菱製紙㈱では、2005 年６月に「森

林資源の保護・育成と木材調達および

製品の考え方」を制定した。この内容

は、同社発行の『環境報告書 2006』16に

掲載されている。環境報告書の報告集

計の範囲は、本社（東京都）、大阪営

業所の他、工場では高砂工場、京都工

場、八戸工場、白河工場の各工場、研

究所ではつくば R&Dセンター、感材開

発センター、生産技術センターの３カ

所、北上ハイテクペーパー㈱、東邦特

殊パルプ㈱である。「森林資源の保

護・育成と木材調達および製品の考え

方」は７項目から成る。１～４項目は、

三菱製紙㈱が推進している FSCが求め

る要件であり、FSC を主なツールとし

た木材調達を強く打ち出した方針に

15三菱製紙㈱『2006環境報告書』2006年 10月

木材原料の調達基本方針

調達基本方針及び取り組み

1.法令を遵守いたします。

木材原料の調達にあたり、法令を遵守

して生産された木材を調達します。

2.工場残材・リサイクル材・未利用材の

活用を推進します。

(1) 製材廃材を燃料として利用します。

(2) 家屋解体材、開梱材、廃棄パレット

等を原料として利用します。

(3) 間伐材を原料として利用します。

3.取り組み状況を情報公開します。

当社の取り組み状況について定期的に

概要を公開いたします。

4.相互の信頼と繁栄を構築します。

お取引先との信頼を構築し、共存共栄

の精神の下に、環境・安全・品質・コ

ストにベストの調達を追求します。

2006年 6月１日制定

森林資源の保護・育成と

木材調達および製品の考え方
2001 年に改定した環境憲章の行動指針にお

いて、森林資源の保護・育成を(1)植林事業の

推進、(2)森林認証の取得、(3)植林木利用の

拡大の３点を中心に推進することを掲げてい

ます。これらを踏まえ木材調達および製品に

ついて以下のように考えています。

1.現地の法律や規則を遵守して生産されて

いることを確認の上、木材を調達します。

2.高い保全価値を持ち、その価値が脅かされ

ている森林からの木材を調達しません。

3.伝統を守る権利または市民権が侵害され

ている森林からの木材を調達しません。

4.遺伝子組み換えによる樹木からの木材を

調達しません。

5.植林木、来歴や環境配慮が明確な二次林

材、あるいは再利用材を調達します。

6.適正に管理された森林からの木材（FSC 認

証材）の調達を進めます。

7.FSC 森林認証製品の積極的な開発・販売を

通して、適切な森林管理および信頼のおけ

る森林認証制度の普及を推進します。

出典: 三菱製紙㈱『2006環境報告書』

2006年 10月、７頁

出典:兵庫パルプ工業㈱ウェブサイト

(http://www.hyogopulp.co.jp/)
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なっている。

三菱製紙㈱では、2002 年 10 月にチリ共和国第Ⅷ州のユーカリ植林地において

FSC 認証を取得し、2005 年度には 15 万 BDt の広葉樹チップが八戸工場に入荷し

ている。同社のチリ現地の林業法人 Forestal Tierra Chililena(FTC)社の FSC認

証面積は、１万 2,753ha である。三菱製紙㈱はチリの他にもタスマニア、アデレ

ード（ともにオーストラリア）において植林事業を行っており、海外植林面積の

合計は、2005 年末現在、２万 4,981ha になっている。同社は 2012 年までに海外

植林面積を４万4,500haにまで拡大して輸入チップの60％を自社有林で賄える体

制を整えるとともに、森林認証面積も拡大する予定である。

三菱製紙㈱では、木材チップを森林認証材と FSC認証材以外に大きく区分して

管理している。しかし調達にあたっては、認証チップ以外も FSCの木材管理規格

に従って調達するようにしている。これは「林野庁ガイドライン」で示された「個

別企業等の独自の取組による証明方法」を確立するために、FSC の CoC・産地か

確認システムを準用したものである。

具体的には、法規の遵守を確認するとともに、伐採地域をトレーサビリティレ

ポートで確認して原産地確認を行い、伝統、市民権が犯されている地域の材、高

保護価値森林からの材、遺伝子組み換え材、違法伐採材、多用途に転用された天

然林材ではないことを確約する誓約書をサプライヤーに提出してもらうととも

に、自社社員により供給業者の監査を行っている。

なお自社産 FSC 認証チップについては、生産・伐採（FTC社：SGS-FM/CoC-1162）

⇒ チップ化(ASTEX 社:SGS-CoC-1157) ⇒ 輸送・輸入(三菱商事:SGS-CoC-1741) 

⇒ 紙製造(三菱製紙:SGS-CoC-00328) ⇒ 販売(三菱製紙販売:SGS-CoC-0042)

と系列企業で構成された FSCの CoC を経由して流通・加工・販売している。

⑦北越製紙㈱

北越製紙㈱は、東京本社、大阪支社の他、新潟２工場、千葉、茨城に各１工場

を持ち、名古屋、新潟に営業所を配し、新潟に研究所を設置している。

北越製紙㈱の環境報告書によれば、使用しているバージンパルプの原料は、全

て植林木であることから、違法伐採には関わっていないとしている。同社が調達

している木質原料の 94％は海外からの輸入品である。また日本国内からの木材原

料は、６市町村からナラ等を集荷している17。

17 北越製紙『2006北越製紙環境レポート 社会環境報告書 2006』10頁
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北越製紙の種類別木材原料使用量(2006 年度予定)
森林の

種類
国名 産地(ﾁｯﾌﾟ工場の所在地) 木の種類 使用量

植林・

二次林

現地法律

適合

遺伝子

組替

南ｱﾌﾘｶ
ｸﾜｰｽﾞｰﾙﾙｰﾅﾀｰﾙ州ﾘﾁｬｰｽﾞ

ﾍﾞｲ市、ﾀﾞｰﾊﾞﾝ市

ユーカリ、

アカシア
33％ 植林 ○ なし

チリ

第Ⅴ州ｻﾝｱﾝﾄﾆｵ市、

第Ⅷ州ｺﾝｾﾌﾟｼｵﾝ市

第Ⅹ州ﾌﾟｴﾙﾄﾓﾝﾄ市

ユーカリ 27％ 植林 ○ なし

ブラジル ﾘｵｸﾞﾗﾝﾃﾞﾄﾞｽﾙ州ﾀｸｱﾘ市 アカシア 18％ 植林 ○ なし

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 西ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州ﾏﾝｼﾞﾏｯﾌﾟ郡 ユーカリ 10％ 植林 ○ なし

海外の植

林木

ニュージ

ーランド
北島ワンガーレ市 アカシア 1％

計 94％

植林 ○ なし

国内の里

山材
日本

福島県会津坂下町、会津

田島町、山形県新庄市、

米沢市、新潟県朝日村、

阿賀町

ナラ等 6％ 計6％ 二次林 ○ なし

北越製紙㈱『2006北越製紙環境レポート 社会環境報告書2006』10頁から抜粋

⑧紀州製紙㈱

紀州製紙㈱は、工場を２つ擁し（三重県、大阪府）、パルプと洋紙の製造、販

売を行っている。同社は ISO14001 だけでなく、2004 年 11月に FSC の CoC 認証を

取得している。使用している木材チップの 90％が南米、大洋州、アジア、東南ア

ジア等から輸入している。これら輸入チップの植林木比率は 2005 年度 52％であ

ったが、2006 年度には 55％まで増加させる計画である18。

18紀州製紙㈱『環境報告書 2006』7頁

【北越製紙「原料調達の基本方針】

1.環境優先

○ 北越製紙環境憲章を原料調達の基本とし、お客様に安心してお使いいただける原材料の

購入をいたします。

○ 木材原料は、海外からの調達はすべて植林木とします。また、海外植林事業を拡大し、

自社森林資源からの供給量を増やします。国内の調達について里山二次林の活用と育成

を進めます。

2．オープンでフェアな取引

○ すべてのサプライヤーに門戸を開放し、公平公正な取引を行います。

3. 法令の遵守と情報の公開

○ 関連する法令を遵守した原材料の調達を行います。

○ 木材原料は、海外サプライヤーへの出資や直接取引を通じ、適切に管理された森林資源

から生産されたものであることを自らが把握・確認するとともに、木材チップソースの

情報開示を行います。

4. 相互の信頼と繁栄

○ お取引先との歴史と信頼を構築し、共存共栄の精神のしたに、環境・安全・品質・コス

トにベストの調達を追求します。

出典：北越製紙『2006北越製紙環境レポート 社会環境報告書2006』10頁
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⑨丸住製紙㈱

丸住製紙㈱は愛媛県に本社と２つの製紙工場、東京、大阪、名古屋、福岡に営

業拠点を持ち、新聞用紙、印刷用紙等洋紙とクラフトパルプの製造、販売を行っ

ている。同社の2つの製紙工場は、2000年 10月にISO14001認証を取得している。

木材原料の調達基本方針

調達理念
紀州製紙は、環境憲章に定めた環境と調

和した企業活動を実現するために、環境と

社会に配慮した木材原料の調達を目指し

ます。

調達方針及び取り組み
(1)法令を遵守した木材原料の調達を行い

ます。(違法伐採木材は使用しません)

(2)深刻な社会的紛争がある地域の森林か

ら生産された木材原料は調達しませ

ん。

(3)適切に管理された森林認証材からの木

材原料調達を推進します。

(4)使用する木材原料が適切に管理された

森林から生産されたものであること

を、サプライヤーを通じてその産地ま

で把握、確認します。

(5)当社の取り組みを多くのお客様に知っ

て頂くために、定期的に情報公開を行

います。

木材原料の調達方針に基づき、下記項

目を実行し、合法確認を行います。
・ 国内外のサプライヤーから合法木材原

料に関する宣誓書を入手します。

・ 国産チップは定期的にトレーサビリテ

ィレポートを入手し、入荷時に合法確

認を実施します。

・ 輸入チップは本船毎にトレーサビリテ

ィレポートを入手します。

・ トレーサビリティレポートで木材原料

の産地、積出港などを確認します。

・ 担当者が現地に赴き、合法性に関する

調査、確認を実施します。

・ 管理規定を制定すると共に、定期的に

監査を実施します。

出典：紀州製紙㈱『環境報告書2006』

2006年 11月、７頁

木材原料の調達方針

調達理念

丸住製紙は、環境と社会に配慮した木材原料

の調達を目指します。

(1) 調達先の法令や規則が遵守されている木

材原料の調達を行います。

(2) 違法伐採木材は使用しません。

(3) 第三者の認証機関により認証される森林認

証木材の調達を推進します。

(4) 持続可能な森林管理が行われている森林か

ら生産された木材原料調達を推進します。

(5) 適切な管理がなされている植林地からの木

材原料調達を推進します。

(6) 資源の有効利用のため、製材廃材・間伐材

等の未利用材の調達を推進します。

出典：丸住製紙㈱ウェブサイト(http://www.marusumi.co.jp)



102

6. 合法性・持続可能性証明木材供給の現状と課題

【5,000 件を超える事業体が合法林産物の取扱可能】

今回の調査において、2006 年３月までに、5,000 件を超える事業体が、合法林

産物を取り扱える体制にあると判明した。

日本では、2006 年末現在、521件の事業体が森林認証の CoC認証に参加してい

る。また 2007 年３月現在、4,912 件の事業体が合法木材供給認定事業体として認

定団体から認定されている。さらに独自の合法性確認手法をとっている製紙業界

では、９つの企業または企業グループ（77事業体）が、調達する木質資源の合法

性を確保するための木質資源調達基準を公表している。

2006 年に公表された大手林産物企業の環境報告書・CSR 報告書における木質資

源の調達方針は、2005 年の報告書の記載内容よりも、より具体的にになっており、

合法性、持続可能性が担保された原料・資材の調達を、明確に志向している。

【合法木材、認証林産物の流通量は増加傾向】

合法木材、認証林産物の流通量は増加傾向にある。

認証林産物に関わっては、国内外の認証森林面積が拡大するとともに、CoC 認

【2006 年３月までに 5,000 件以上の事業体が合法林産物の取扱可能】

 森林認証・CoC認証取得事業体 521事業体

 合法木材供給認定事業体 4,912 事業体

 木質資源調達基準を公表している製紙関連企業 77事業体

【合法木材、認証林産物流通量は増加傾向】

 日本国内、外材産地における林産物の合法性確認、森林認証の拡大に

より、合法木材、認証林産物流通量は引き続き増加

 現在、日本国内の認証林産物は紙・紙製品が多いが、認証林産物を使

用した木造住宅の建設が広まる等、認証木材製品の需給量も増加

 中小零細規模の林家、企業のより一層の参加が、今後の森林認証・CoC

認証の拡大・普及のために重要

 合法木材供給事業者は、認証林産物取扱のための基盤を有する

【合法木材取扱量と合法木材供給事業者認定システム】

 合法木材取扱量の集計は 2007 年夏以降

 運用によって生ずる合法木材供給事業者認定システムの課題の洗い出

しと、その課題への対応が重要

 合法性への認識、合法性を確認するシステムの再点検、標準化が必要
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証取得事業体も増加している。製紙メーカーを中心に、日本の大手林産物企業は

海外植林地、国内の社有林での森林認証を推進し、数年後にすべての社有林で森

林認証を取得する方針を掲げている企業もある。また国内では、森林所有者グル

ープや広域の森林を管理する森林組合による森林認証が実施され、その森林から

生産された丸太を原料とした認証林産物の製造や、認証林産物を使用した住宅建

設活動が、各地でみられるようになっている。

これらの動きは、認証林産物の需給量をより一層拡大すると考えられる。しか

し今後、認証林産物の流通をより一層拡大させるためには、中小零細規模の林家

や林産企業の森林認証・CoC 認証への参画が重要なポイントになる。

また輸入林産物を幅広く取り扱う商社等の CoC 認証への参加が増加しはじめて

いる。需要先である林産企業の認証取得によって、認証林産物の集荷や輸送を行

うための商社の CoC認証取得が増加している。

さらにこれまでも、海外で生産された認証林産物であるにもかかわらず、出荷

先の日本に、同一スキームの CoC認証を取得した取引先がないため、認証林産物

として出荷されなかった林産物が多く存在する。日本における PEFC、FSC の CoC

認証取得事業体の増加は、これらの認証林産物が、日本国内においても正式な認

証林産物として取り扱われる環境を提供する。日本国内における PEFC と FSC の輸

入認証林産物流通量は、中長期的には相当量増加すると予想できる。

【第二者認証から第三者認証へ】

合法木材供給認定事業体の認定が始まり、4,912 件もの事業体が、合法木材を

供給できる体制と認定された事実は意義深い。このことは合法木材認定を受けた

事業体が、第三者認証である CoC認証を受ける基盤を備えていることを、同時に

意味している。

なぜなら分別管理、書類管理は、CoC 認証の基本的な要件である。そして分別

管理、書類管理は、合法木材供給認定にあたっても求められる。合法木材供給認

定事業体が、合法木材の取扱を適切に実施しているのであれば、その事業体は、

すでに森林認証における CoC 認証と、ほぼ同じ業務を実施しているといえる。

合法木材供給事業者認定を受けた事業体が、第二者認証である合法木材供給認

定からステップアップして、第三者認証である森林認証へ参加するような事例が、

これからみられるのではないかと期待される。

【合法木材取扱量と合法木材供給事業者認定システム】

合法木材供給認定事業体の合法木材取扱量は、年度ごとに合法木材供給認定事
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業体が認定団体に報告しなければならない。合法木材取扱量は、2007 年夏頃から、

順次認定団体から公表されるはずである。

合法木材供給認定事業体から認定団体への 2006 年度中の合法木材取扱量の報

告は、2006 年夏頃から本格化した合法木材供給認定以降、認定団体と合法木材供

給事業体間で実施される初めての組織的業務である。

この報告・集計作業の実施に伴って、合法木材認定の様々な課題が浮き彫りに

なるのではないかと考えられる。すでに今年度の調査を通じても、合法性確認の

要件に関する認識の度合いが、認定団体・合法木材供給事業体間、複数の認定団

体間等で異なっていたり、具体的な合法性確認の手法が統一されていなかったり

する事例が発生していると耳にする。

2006 年度中の合法木材取扱量が公表される頃は、すでに合法木材供給認定実施

からほぼ 1年が経過している。合法木材供給認定において、木材の合法性を的確

に証明するために対応しなければならない課題がどこにあるのか、システムを具

体的に再点検するには良い時期である。システムの標準化を含めて、課題を洗い

出す作業が必要となろう。
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付属資料 1

森林認証・CoC認証取得事業体リスト（2006 年末現在）

【森林認証取得事業体】

(1) FSC 認証森林

(2007年 12月 18日現在)

認証取得者 地域 面積(ha)
認証

発行日

速水林業 三重県 1,070 2005.2

梼原町森林組合 高知県 11,312 2005.12

アサヒビール(株) 広島県 2,150 2001.9

宮川森林組合 三重県 1,814 2003.3

吉田本家山林部 三重県 1,257 2003.3

東白川村森林組合 岐阜県 1,462 2003.3

山梨県 山梨県 143,000 2003.4

北越製紙(株)岩手社有林 岩手県 3,044 2003.5

尾鷲市 三重県 3,274 2003.6

下川町森林組合 北海道 5,991 2003.8

岩泉町 岩手県 5,316 2003.8

(有)三英クラフト 山形県 955 2004.1

松阪飯南森林組合 三重県 2,352 2004.1

気仙地方森林組合 岩手県 9,266 2004.3

長野県大岡県有林 長野県 207 2004.3

中勢森林組合 三重県 1,281 2004.7

諸塚村 宮崎県 12,096 2004.1

九州電力（株） 大分県

熊本県

宮崎県

小 計

4,090

75

283

4,448

2005.3

社団法人兵庫みどり公社 兵庫県 25,526 2005.5

かが森林組合 石川県 32,391 2005.5

美幌町森林組合 北海道 3,028 2005.1

NPO法人緑のダム北相模 神奈川県 41 2005.1

岐阜県 岐阜県 3,984 2006.2

美作森林組合西粟倉事業所 岡山県 1,270 2006.7

合計 24件 合 計 276,535

資料:FSCウェブサイト、九州電力㈱
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(2) SGEC 認証森林 (2006年末現在)

森林所有者名 認証林所在地 認証森林

面積(ha)

認証証書

交付年

王子製紙㈱(上稲子山山

林)

静岡県富士郡芝川町 210.94 2003年

日本製紙㈱原材料本部林

材部(北山社有林)

静岡県富士宮市 673.19 2003年

王子製紙㈱(扶桑山林) 和歌山県東牟婁郡本宮町 645.37 2004年

佐藤木材工業㈱(藻別社有

林)

北海道紋別市 568.80 2004年

宮崎県(東諸県郡高岡町・

西諸県郡野尻町県有林)

宮崎県東諸県郡高岡町、西諸県郡野尻町 1,575.79 2004年

田爪林業 宮崎県児湯郡西米良村 245.10 2004年

鳥取県(県有林) ・板井原県有林(日野郡日野町) 529.63ha

・富沢県有林(八頭郡智頭町) 217.48ha

・大山県有林(西伯郡大山町) 86.63ha

・板坂県有林(鳥取市) 5.37ha

・関金県有林(東伯郡関金町) 3.92ha

・羽衣石県有林(東伯郡東郷町) 1.78ha

・海岸砂地県有林(鳥取市、気高町、北条町、米

子市、境港市) 31.31ha

・西郷県有林(八頭郡河原町) 241.76ha

・東大山県有林(西伯郡中山町、大山町)144.96ha

1,262.85 2004年

王子製紙㈱(美瑛山林) 北海道上川郡美瑛町 3,151.88 2005年

日本製紙㈱(九州地方社有

林)

・福岡県(2カ所)                     53.42ha

・大分県(10カ所) 700.20ha

・宮崎県(26カ所) 9,263.15ha

・熊本県(58カ所) 5,737.47ha

・鹿児島県(15カ所) 2,563.04ha

18,317.28 2005年

大正町(町有林) 高知県幡多郡大正町 991.10 2005年

川上村(村有林) 奈良県吉野郡川上村 1,099.69 2005年

斎藤正氏経営林 栃木県上都賀郡粟野町 226.17 2005年

日吉町森林組合管理業務

受託森林(1,226名分・30

団地)

京都府船井郡日吉町 9,484.73 2005年

日本製紙㈱(北海道地方社

有林)

・野田迫社有林(道南) 3,081ha

・白石社有林(道南) 1,680ha

・上目名社有林(道南) 1,602ha

・北吉原社有林(道南) 1,156ha

・風烈布社有林(道北) 1,061ha

・雄武社有林(道北) 1,002ha

・立牛第一社有林(道北) 1,623ha

・豊頃 1(道東)           1.071ha

・音別 1-15(道東) 6,645ha

・茶路 1-4(道東)         1,521ha

・阿寒 2(道東)           3,008ha

・尾幌 2(道東)           1,986ha

・別当賀(道東)          1,987ha

・標津 1(道東)           1,389ha

外、計 54カ所

43,673.92 2005年

王子グループ(王子製紙

㈱、王子木材緑化㈱、王子

板紙㈱)(北海道社有林)

美瑛山林を除く、北海道内155 林区 121,846.29 2005年
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SGEC 認証森林(つづき) (2006年末現在)

森林所有者名 認証林所在地 認証森林

面積(ha)

認証証書

交付年

静岡地区林業研究協議

会森林認証部会管理森

林(15名)(静岡地区林

研認証部会員所有山林)

静岡市葵区 899.04 2005年

㈱ヤマゲン ・和歌山県東牟婁郡古座川町 283.82ha

・奈良県吉野郡十津川村 1,266.77ha

1,550.59 2006年

小国町森林組合森林組

合施業長期受託森林

熊本県阿蘇郡小国町 7,841.00 2006年

山三ツリーファーム所

有山林

宮崎県東臼杵郡美郷町 809.66 2006年

住友林業㈱社有林 ・紋別事業所(北海道)  15,313.88ha

・小川事業所(和歌山県) 2,259.54ha

・新居浜事業所(愛媛県) 11,818.53ha

(高知県) 2,640.82ha

・日向事業所(熊本県)    919.79ha

(宮崎県)  6,671.22ha

(鹿児島県)  622.26ha

40,246.04 2006年

㈱ウッドピアの管理す

る森林

徳島県美馬市 820.75 2006年

日本製紙㈱岩国管内社

有林

・奈良県（2カ所） 795.69ha

・和歌山県(2カ所) 230.13ha

・兵庫県(4カ所)    285.70ha

・徳島県(2カ所)    243.59ha

・高知県(1カ所)    146.28ha

・岡山県(1カ所)    58.24ha

・鳥取県(1カ所)    167.53ha

・広島県(9カ所)    720.73ha

・島根県(17カ所) 2,851.05ha

・山口県(26カ所) 1,457.42ha    

6,955.85 2006年
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SGEC認証森林(つづき) (2006年末現在)

森林所有者名 認証林所在地 認証森林

面積(ha)

認証証書

交付年

三井物産㈱社有林 ・北海道(27カ所)  35,381ha

・青森県(1カ所) 155ha

・秋田県(3カ所)      188ha

・山形県(1カ所) 699ha

・福島県(1カ所)    1,002ha

・千葉県(1カ所) 47ha

・新潟県(5カ所)      932ha

・富山県(1カ所) 81ha

・福井県(2カ所)      541ha

・長野県(1カ所) 137ha

・岐阜県(3カ所)    1,067ha

・静岡県(2カ所) 128ha

・愛知県(2カ所)      210ha

・三重県(6カ所) 1,477ha

・京都府(1カ所)      189ha

・兵庫県(1カ所) 30ha

・奈良県(4カ所)      299ha

・和歌山県(5カ所) 875ha

・広島県(1カ所)      164ha

・山口県(2カ所) 269ha

・大分県(2カ所)      220ha

・熊本県(1カ所) 14ha

44,105.00 2006年

王子製紙グループ東北・関

東・中部地区社有林

・青森県(2カ所)    1,102ha

・岩手県(3カ所) 2,316ha

・宮城県(1カ所)        6ha

・新潟県(1カ所) 816ha

・栃木県(1カ所)    2,280ha

・長野県(15カ所) 966ha

・岐阜県(42カ所)   8,119ha

・三重県(8カ所) 545ha

・静岡県(18カ所)   1,883ha

・神奈川県(2カ所) 749ha

・東京都(1カ所)      115ha

・山梨県(2カ所) 274ha

・福井県(3カ所)    3,994ha

23,165.25 2006年

細田林業㈱ 広島市佐伯区湯来町、廿日市市 197.35 2006年

日新林業㈱ 広島県山県郡安芸太田町 758.87 2006年

㈲村上造林 広島県廿日市市 640.21 2006年

西山林業組合 広島県廿日市市 1,519.54 2006年

安田林業 広島県廿日市市 131.05 2006年

中本造林㈱ 広島県廿日市市 750.21 2006年

紋別市市有林 北海道紋別市 2,242.60 2006年

オホーツク中央森林組合 北海道紋別市 315.53 2006年

合計 32件 合計面積 336,921.64

資料: SGEC
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【CoC 認定取得事業体】

(1) FSC CoC 認証取得事業体
（２００６年末現在）

事業体名 所在地 電話番号 取扱品目

1 梼原町森林組

合

高知県 高岡郡梼原町広野

647番地

0889-65-0992 まな板椅子すのこ看板用板名札アー

チェリーの的台丸太の椅子コースター

住宅建築部材販売予定（日本、スギ・ヒ

ノキ・マツその他）

2 ㈱アキモク 栃木県 鹿沼市樅山町524 0289-65-2171 木製ドアの加工(ブラジル・タエダパイ

ン）

3 ㈱アーキビジョ

ン２１

北海道 千歳市泉沢 1007-168 0123-28-8811 ｵﾘｼﾞﾅﾙ家具 echo(ｴｺｰ)・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ・

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱｰ・ｿﾌｧ・ｱｰﾑﾁｪｱｰ・ｺｰﾋｰﾃｰﾌﾞﾙ・

ｺｰﾅｰﾃｰﾌﾞﾙ・ｻｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ・横浜在住小田原

健先生ﾃﾞｻﾞｲﾝ（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ社

にて加工製作)

4 ㈱アオバ 福井県 小浜市湊9-22 0770-52-3884 箸（ひのき）

5 協同組合ウッド

ワーク

新潟県 上越市五智2-102-1 025-539-5422 クリプトメリアシリーズ家具ＦＳＣ認証ヒ

ノキバージョン、建具、アースファニチ

ャー学習セット、ものさし（１５ｃｍ・２０ｃｍ・

３０ｃｍ）

6 王子特殊紙㈱ 東京都 中央区銀座5-12-8 03-5550-3093 認証材混入率 30％以上のコピー用紙

情報用紙カラーモノクロ兼用紙「Ｃ２」

（ｼｰﾂｰ)（チリ・ユーカリ）

7 衣笠木材㈱ 兵庫県 宍粟郡山崎町高所

343-3

0790-62-2449 構造用集成柱認証材ミニマム 70%

8 ㈱久栄社 東京都 中央区新川 1-28-44

ＫＴビル 9Ｆ

03-3552-7571 印刷物

9 共同印刷㈱ 東京都 文京区小石川

4-14-12

03-3817-2043 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

10 ㈱廣済堂 大阪府 豊 中 市 蛍 池 西 町

2-2-1

06-6855-1100 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

11 神戸オフセット

印刷㈱

兵庫県 神戸市西区森友4-95 078-921-0581 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

12 コミネ日昭㈱ 東京都 中央区日本橋本町 3

丁目 11-11

03-5695-5550 パーセント表示された情報用紙

13 双日㈱ 東京都 港区赤坂 6-1-20 国

際新赤坂ﾋﾞﾙ西館 10F

03-5520-3945 ウッドチップ

14 大王製紙㈱ 愛媛県 四国中央市三島紙屋

町5番 1号

0896-23-9095 ミックス表示されたチップ、ミックス表

示された紙

15 大建紙販売㈱ 東京都 中央区日本橋浜町

2-62-6 品川不動産

浜町ﾋﾞﾙ 12階

03-3667-0151 パーセント表示された印刷情報用紙

16 ㈱竹尾 東京都 千代田区神田錦町

3-12-6

03-3292-3623 紙製品

17 ㈱ＤＮＰ東海 愛知県 名古屋市守山区瀬古

3-902

052-796-5302 ＣＯＣ販促用リーフレット（チリ・ユーカ

リ）製品用カタログ（〃）

18 凸版印刷㈱商

印事業本部

東京都 文京区水道 1-3-3 03-5840-3140 認証材混入率 30％以上の認証紙を用

いた印刷製品、認証材 100％使用の木

工品

19 名古屋パルプ

㈱

岐阜県 可児市土田500 0574-28-7116 FSC ミックス認証チップの仕入、FSC ミ

ックス認証紙の製造及び販売

20 日本紙パルプ

商事㈱

東京都 中央区日本橋本石町

4-6-11

03-5201-6232 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品（コピー用紙）

21 パナソニックＣ

Ｃソリューショ

ンズ㈱

東京都 港区白金台 3-19-1

第 31興和ﾋﾞﾙ 5Ｆ

03-6409-0210 MF ペーパー(A4・B4・B5・A3)

22 富士ゼロックス

オフィスサプラ

イ㈱

東京都 千代田区神田駿河台

2-5-12

03-3295-6402 (コピー用紙)・C2・C2-H・N カラー・J 紙・

JW 紙・FR 紙(N カラー封筒)・洋形長 3

号・長形 3号・角形 2号

23 藤本工業㈱ 栃木県 上都賀郡足尾町遠下

5番

0288-93-3994 98％認証材を使ったドア
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事業体名 所在地 電話番号 取扱品目

24 丸紅㈱チップ

部

東京都 千 代 田 区 大 手 町

1-4-2

03-3282-4422 認証材混入率100％、あるいは30％以

上のウッドチップ

25 三井住商建材

㈱

東京都 中央区晴 海 1-8-8

晴海トリトンスクエアオ

フィスタワーW

03-4416-3121 丸太、製材品、ラミナ材、原木

26 三菱製紙販売

㈱

東京都 中央区京橋2-6-4 03-3566-2300 認証材混入率30％以上の認証紙

27 光村印刷㈱ 東京都 品川区大崎 1-15-9 03-3492-1193 認証材混入率 30％以上の認証紙を用

いた印刷製品

28 安井建築 高知県 高岡郡梼原町上成

1203番地 1

0889-67-166 建築に使用される木材の７０％以上が

認証材の住宅

29 ㈱リコー 東京都 中央区銀座8-13-1 03-6278-3555 ＮＢコピーペーパー（再生コピー用紙）

Ａ３、Ａ４サイズのみ（チリ、グロビュラ

ス）

30 ㈱若狭塗セン

ター

福井県 小浜市雲浜2-1-28 0770-52-1223 塗箸

31 アイビーログ

工房

高知県 南国市西山649番地 088-864-5776 ログハウス、ログシェルに認証材100％

使用

32 ㈱飯島 東京都 中央区八重洲2-2-12 03-3281-3255 FSC認証材を 17.5％以上含む認証紙

33 ㈱市瀬 東京都 千代田区神田小川町

3-6-1

03-3291-7561 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

34 伊藤忠紙パル

プ㈱

東京都 中央区日本橋本町

2-7-1

03-3639-7109 認証材混入率30％以上の認証紙

35 稲岡㈱ 東京都 千代田区神田神保町

2-36 稲岡ビル 9F

03-3239-0031 FSC 認証材混入率 17.5%以上のパーセ

ンテージベースの印刷用紙

36 ウッドファーム

高知

高知県 高岡郡梼原町松谷

753

0889-67-0543 ログハウス建築用木材の仕入・加工・販

売

37 ㈱瓜守材木店 愛媛県 新居浜市黒島939-47 0897-46-2222 認証材を使用した梱包資材、パレット及

びチップ

38 王子製紙㈱日

南工場

宮崎県 日南市大字戸高 1850

番地

0987-22-4538 パーセント表示された情報用紙

39 王子通商㈱ 東京都 中央区銀座 4-9-8

王子製紙2号館

03-5550-3202 パーセント表示された紙

40 大阪紙販売㈱ 大阪府 大阪市中央区道修町１

-5-18 朝日生命道

修町ビル 7Ｆ

06-6226-0101 パーセント表示された紙

41 ㈱開成洋紙店 東京都 墨田区錦糸 1-16-4 03-3624-0151 パーセント認証紙

42 金山町森林組

合

山形県 最上郡金山町大字山

崎34-5

0233-52-2840 木材・木製品

43 河内屋紙㈱ 東京都 北区滝野川7-48-18 03-3916-0291 FSC ミックス認証紙の仕入、断裁、包装

及び販売

44 キヤノンマー

ケティング㈱

東京都 港区港南2-16-6 03-6719-9514 パーセント表示された情報用紙

45 港北出版印刷

㈱

東京都 渋谷区渋谷2-7-7 03-5466-2212 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

46 コクヨ㈱ 大阪府 大阪市東成区大今里

南6-1-1

06-6973-9202 FSC 認証材使用の木材製品及び、FSC

認証材混入率30％以上の印刷物

47 こだま印刷㈱ 東京都 新宿区新小川町 1-8 03-3260-6556 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

48 ㈲三英クラフ 山形県 最上郡金山町金山

407

0233-52-2865 木工品山菜キノコ

49 サンミック商事

㈱

東京都 千 代 田 区 内 神 田

2-2-1 鎌倉河岸ﾋﾞﾙ

7Ｆ

03-3252-2628 パーセント表示された情報用紙

50 ㈱ジェイビー

エフサプライ

大阪府 大阪市城東区東中浜

7-4-34

06-6968-0732 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

51 四国紙販売㈱ 愛媛県 伊予三島市具定町

454-1

0896-24-8500 パーセント表示された紙・板紙
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事業体名 所在地 電話番号 取扱品目

52 ㈱四万川総合

建設

高知県 高岡郡梼原町六丁

86-2

0889-67-0810 建築・土木（建築材：スギ/ヒノキ/マツ国

産）

53 下川製箸㈱ 北海道 上川郡下川町南町

146

01655-4-2578 元禄箸（日本、白樺）

54 下川町森林組

合

北海道 上川郡下川町南町

133番地

01655-4-2159 合板材建築土木用資材材木木工品木

炭製品他認証品を使用したエッセンシ

ャルオイル枕等・家庭用雑貨

55 ㈱シロキ 東京都 中央区日本橋大伝馬

町6-5

03-3662-4121 パーセント表示された紙

56 新生紙パルプ

商事㈱

東京都 千代田区神田錦町

1-8

03-3259-5080 パーセント表示された紙・板紙

57 住友商事㈱ 東京都 中央区晴海1丁目8番

11号

03-5166-5918 パーセント認証材を使ったウッドチップ

及びパルプ

58 ㈱大伸社 大阪府 大阪市東成区深江北

2-14-1

06-6976-3828 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

59 大日本印刷㈱

商印事業部

東京都 新宿区榎町7 03-5261-6939 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

60 大日本商事㈱ 東京都 千 代 田 区 飯 田 橋

2-1-11

03-3288-7607 パーセント表示された紙

61 ㈱田村洋紙店 東京都 千代田区神田神保町

3-2

03-5210-3121 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

62 中越パルプ工

業㈱

東京都 中央区銀座2-10-6 03-3544-1513 FSC 認証材含有率 30％以上の認証紙

製品

63 中京紙パルプ

販売㈱

愛知県 名 古 屋 市 中 区 栄

1-29-19 ﾔｽｲﾋﾞﾙ 2Ｆ

052-219-4321 パーセント表示された紙および板紙

64 中国紙販売㈱ 広島県 広島市西区南観音

3-5-2 空港通りビル

4階

082-297-7881 パーセント表示された紙

65 輝建設㈱ 大阪府 大阪市福島区吉野

4-19-3

06-6467-5035 以下のパーセンテージベースの注文

住宅●構造材に認証材100％を使用●

構造材に認証材 100％、部分材(床、家

具など)認証材 100％を使用●構造材

に認証材 100％、部分材に認証材 70％

以上を使用

66 ㈱電通テック 東京都 中央区築地 1-11-10 03-5551-8950 ミニマム30%FSCCOC認証紙及び再生

紙を含むミニマム 17.5%FSCCOC 認証

紙を用いた印刷物

67 東京紙パルプ

インターナショ

ナル㈱

東京都 港区高輪3-5-25 三

井高輪ビル

03-3442-1081 FSC ピュア又は FSC ミックス認証パル

プ、原木、チップの輸入及び国内販売

及び FSC ミックス認証紙製品の仕入及

び販売

68 東京紙パルプ

交易㈱

東京都 中央区京橋3-14-6 03-3562-7205 パーセント表示された紙

69 ㈱ドミックスコ

ーポレーション

福岡県 福岡市博多区博多駅

南6-6-1

092-431-4061 パーセントベースの認証紙を使用した

オフセット印刷及びフォーム印刷

70 ㈱トミナガ 東京都 荒 川 区 東 日 暮 里

3-38-3

03-3806-1321 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

71 ㈱中川製作所 埼玉県 蕨市錦町2-5-21 048-444-8218 パーセント表示された認証紙を使用し

た紙加工品

72 那須印刷㈱ 東京都 新宿区東五軒町6番2

号

03-5227-4813 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

73 ㈱西組 三重県 多気郡大台町上三瀬

702-1

0598-82-2533 住宅全体の仕様木材中 70％以上が認

証材の住宅

74 ハート㈱ 大阪府 大阪市中央区和泉町

2-1-13

06-6942-8164 パーセント表示された紙を使用した封

筒・カード・名刺

75 ㈲フォレスト 山形県 最上郡真室川町大字

平岡445-16

0233-62-3823 丸太杉（日本）

76 ㈲プレテスタジ

オ

神奈川県 横浜市西区南浅間町

21-1

045-313-6136 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

77 ㈱文昌堂 東京都 台東区上野5-1-1 03-3836-1151 パーセント表示された紙
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78 文祥堂印刷㈱ 東京都 港区三田5-3-7 03-3455-6813 ミニマム 30％FSCCOC 認証紙を用い

た印刷物

79 ㈱文友社 東京都 墨田区両国 3-19-3

文友社ﾋﾞﾙ

03-5625-5117 パーセント表示された紙および板紙

80 北越パッケー

ジ㈱

茨城県 ひたちなか市高場

1760番地

029-285-9661 紙器、機能性・意匠性加工紙、ビジネス

フォーム、液体紙容器などの紙製品、

及び断裁・ボビン製品

81 北辰機材㈱ 群馬県 佐波郡境町東荒井矢

ノ原 1270番 8

0270-76-1516 100％認証材の木製パレット

82 北静木材㈱ 静岡県 静岡市清水区下野緑

町 15番 10号

0543-64-1641 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産木工品・ﾕｰｶﾘﾌﾟﾄ(南洋材の桜

色)植木台(大きな植木を乗せる台)・ﾀｴ

ﾀﾞﾊﾟｲﾝ(針葉樹の松色)〃

83 ㈱北斗社 東京都 文京区大塚3-38-10 03-3944-3000 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

84 ㈱ホンダコム

テック

東京都 港 区 北 青 山 1-2-3

青山ビルヂング 9F

03-3423-2673 パーセンテージベース認証紙で作ら

れたカタログ、パンフレット、ポスター

85 ㈱ホンダトレー

ディング

東京都 千 代 田 区 丸 の 内

1-8-2

03-3215-9048 パーセンテージベースの印刷用紙と

家庭用紙。認証丸太と製材

86 丸大紙業㈱ 東京都 千代田区神田錦町

3-3 竹橋 3-3ビル

03-3291-6271 30％以上の認証原材料を含む印刷・情

報用紙

87 三津橋農産㈱ 北海道 上川郡下川町幸町

122

01655-4-2194 梱包材パレット材製材品住宅部材

88 宮川森林組合 三重県 多気郡宮川村大字江

馬316

0598-76-0135 認証材 100％の製材加工品、木工品、

杭、柱、造園資材等

89 ムーサ㈱ 大阪府 東 大 阪 市 長 田 中

3-6-45

06-6743-0331 製品名:ﾏｼｭﾏﾛ CoC(非塗工紙)王子特殊

紙㈱製特徴:写真印画紙と同じ肌触り

がなめらかで白さが自慢用途:封筒用

紙、名刺用紙、ﾊﾟﾝﾌ、ｶﾀﾛｸﾞ、表紙用に。

ﾊﾟｿｺﾝ出力用紙に、他各種印刷用途に。

90 ㈱ムサシ 東京都 中央区銀座8-20-36 03-3546-7818 パーセント表示された紙

91 木彩工房ネット

ワーク

岐阜県 加茂郡東白川村神土

2594-1

0574-78-2118 認証木材の仕入れ、FSC ピュア及びミ

ックス製材品、FSC ピュア及びミックス

木工品の生産及び販売、認証木材を使

用した住宅の建築

92 山本組木材㈱ 北海道 上川郡下川町南町

150-1

01655-4-2591 一晩建築材カラマツ製材梱包材パレッ

ト材土木用材

93 ㈱吉本 岩泉

事業所

岩手県 下閉伊郡岩泉町浅内

字松野45-12

0194-22-3665 製材品、丸太、及び端材を利用した木

炭等

94 ㈱リック 東京都 荒川区町屋 1-38-16 03-3809-1141 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

95 龍神住宅㈱ 和歌山県 日 高 郡 龍 神 村 西

140-1

0739-78-0743 建築に使用される木材の７０％以上が

認証材の住宅

96 龍神村森林組

合

和歌山県 日高郡龍神村東401 0739-78-0246 丸太、製材、家具、柱材、日用品、はが

き、名刺

97 林産協同組合

維森

高知県 高岡郡梼原町梼原

1412番地

0889-65-1145 製材品（スギ/ヒノキ/マツ国産）

98 ㈱アイドカ 東京都 足立区六町3-7-6 03-5831-2644 認証材を使った箸など家庭用雑貨

99 ㈲東林業 山梨県 大月市賑岡町奥山

459-1

0554-22-3779 丸太桧杉赤松（日本）

100 上田第三木材

(合)

長野県 東御市加沢201-5 0268-62-1202 認証材を使用した材木製品、家具用材

料、家具

101 エーワングル

ープ

東京都 千 代 田 区 岩 本 町

3-5-5

03-3863-8945 パーセント表示されたＯＡ用紙・カード

102 王 子 製 紙 ㈱

富岡工場

徳島県 阿南市豊益町吉田 1 0884-23-7587 パーセント表示された印刷用紙

103 王 子 製 紙 ㈱

米子工場

鳥取県 米子市吉岡373番地 0859-27-4988 FSC ミックス認証チップの仕入れ、FSC

ミックス認証紙の製造及び販売

104 ㈱大川印刷 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部

町2053

045-812-1131 名刺、会社案内、チラシ、はがき、紙ファ

イル、封筒、カレンダー

105 大河内紙業㈱ 愛知県 名 古 屋 市 中 区 栄

1-25-35

052-220-5511 サンエースMC
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106 ㈱オオコーチ 三重県 多気郡勢和村色太

950-1

0598-49-3100 認証材 100%の製材品及び、まな板や

ブロック等木工製品

107 オザックス㈱ 東京都 千 代 田 区 内 神 田

1-5-12

03-5280-3803 パーセント表示された印刷用紙、情報

用紙、厚紙、他紙コップ・封筒などの

様々な紙製品

108 甲斐東部材製

材協同組合

山梨県 大月市初狩町中初狩

字近ｹ坂 3274-2

0554-25-3222 認証製材杉(日本)

109 甲斐東部材プ

レカット協同組

合

山梨県 大月市初狩町中初狩

字近ヶ坂3274-2

055-237-7711 認証製材（プレカット）杉（日本）

110 KaI Forestry

Group

山梨県 山梨市南305 0553-22-0462 カラマツ丸太、材木、荷造り用資材、パ

レット(日本）

111 柿﨑製材所 山形県 最上郡戸沢村大字角

川553-6

0233-73-2424 製材品杉(日本)

112 柏井紙業㈱ 兵庫県 神戸市中央区加納町

4丁目 10-21

078-321-3605 ＦＳＣミックス認証紙

113 紀州製紙㈱ 東京都 中央区八重洲2丁目2

番 1号

03-3274-0189 ﾌｧｲﾝｶﾗｰ N 全 12 色色彩効果、印刷適性

に優れ、軽オフセットなどの各種印刷、

コピーなどの OA 機器にも幅広く対応

出来るｶﾗｰｶｯﾄ紙サイズ A3・A4・B4・B5

114 ㈲杏和建具 北海道 旭川市工業団地 1条 1

丁目

0166-36-5462 ドア及び家具

115 気仙地方森林

組合

岩手県 気仙郡住田町世田米

字川向99-1

0192-46-2621 認証材 100％使用の木炭及び木酢液

116 けせんプレカッ

ト事業協同組合

岩手県 気仙郡住田町世田米

字田谷27-2

0192-46-2757 認証材 100％使用の住宅用構造材・羽

柄材・照明器具材・木質ペレット等

117 弘久写真工業

㈱

東京都 立川市上砂町5-1-1 042-536-3511 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

118 国際紙パルプ

商事㈱

東京都 中央区明石町6-24 03-3542-4110 ・北越製紙μコート FSC、μマット FSC・

王子製紙マシュマロ CoC・中越羽流布ﾟ

雷鳥上質CoC

119 寿精版印刷㈱ 大阪府 大阪市天王寺区上汐

6-4-26

06-6770-2848 商業印刷物・ポスター・カタログ・パンフ

レット・会社案内etc

120 小林木工㈱ 北海道 旭川市工業団地１条 1

丁目

0166-36-1070 タエダマツドア及び家具

121 酒井産業㈱ 長野県 塩 尻 市 木 曽 長 瀬

2307-2

0264-34-3323 イトヒバ家庭用木製品（日本）

122 ㈱櫻井印刷所 埼玉県 川越市本町2-4-5 049-222-0935 パーセント表示された印刷物

123 佐藤工業㈱ 山梨県 南都留郡鳴沢村 1800 0555-85-2323 構造用集成材用ラミナ

124 三陸木材高次

加工協同組合

岩手県 気仙郡住田町世田米

字田谷14-2

0192-49-1088 認証材 100％使用の構造用集成材

125 協同組合さん

りくランバー

岩手県 気仙郡住田町世田米

字川向20-5

0192-49-1661 認証材 100％のラミナ・小幅板

126 時事証券印刷

㈱

千葉県 千葉市美浜区新港 60

番地

043-242-1221 パーセント表示された印刷物

127 清水畑商事㈲ 岩手県 下閉伊郡岩泉町浅内

字小森69

0194-22-2370 製材品

128 ㈱ジャパンプリ

ントシステムズ

東京都 羽村市神明台4-9-17 042-530-6941 FSC・COC 認証材混入率 30%以上の印

刷物

129 ジャパンモール

ディング㈲

北海道 江 別 市 東 野 幌 町

1-9-1117

011-381-9151 松/ブナ認証製材、パーセント認証材を

使用した家具

130 昭和紙商事㈱ 東京都 中 央 区 東 日 本 橋

2-27-6

03-3862-0434 パーセント表示された印刷用紙・ＰＰＣ

用紙

131 ㈱新藤 東京都 墨田区横網 1-10-5 03-3626-1010 ミニマム 17.5％または 30％FSC 認証

紙を用いた印刷物

132 住田住宅産業

㈱

岩手県 気仙郡住田町世田米

字日向61-1

0192-46-2465 部分的に 100％の認証材を使用した住

宅及び認証材 100%使用の建具・家具

類

133 星光社印刷㈱ 静岡県 静岡市豊田 3 丁目

6-12

054-284-9104 パーセント表示された印刷物
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134 ㈱セイノー商

事

東京都 中央区日本橋中洲

12-9 西濃運輸中洲

ビル2F

03-3663-0938 認証材を 17.5%以上含む認証紙

135 ㈱西友サービ

ス

埼玉県 川越市宮元町23-1 049-229-0196 パーセント表示された印刷物

136 セブン工業㈱ 岐阜県 美濃加茂市牧野 1011 0574-28-3017 内装材（ホワイトウッド）

137 全日空商事㈱ 東京都 港 区 東新 橋 1-5-2

汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰ 9Ｆ

03-6735-5021 パーセント表示された紙

138 相互印刷工芸

㈱

東京都 江東区塩浜2-25-14 03-3645-9310 認証材混入割合 17.5%以上の用紙を用

いた印刷物

139 ㈱ソニー・ミュ

ージックコミュ

ニケーションズ

東京都 新宿区市谷田町 1-4 03-3266-7818 認証材混合割合ミニマム 17.5%用紙を

用いた印刷物

140 ㈱大平商会 大阪府 大阪市城東区東中浜

2-6-14

06-6969-3221 パーセント表示された印刷用紙、PPC

用紙、特別紙

141 竹田印刷㈱ 愛知県 名古屋市昭和区白金

1-11-10

052-871-6454 パーセント表示された印刷物

142 ㈲中信 長野県 松本市城西 1-6-5 0263-32-2342 90％以上認証材を使用した家具

143 中勢森林組合 三重県 一志郡白山町南家城

915-1

059-262-3020 認証材 100%使用の製材品、杭、円柱、

羽目板等、木材製品

144 ㈱ＤＮＰメディア

クリエイト関西

大阪府 大阪市西区南堀江

1-17-28

06-6110-3086 パーセント表示された紙を使用した印

刷物

145 東海パルプ㈱ 静岡県 島田市横井 4 丁目

18-1

0547-35-7111 パーセント表示された特別紙

146 ㈱東京商会 東京都 中央区新川 1-25-20 03-3552-9301 パーセント表示された様々な用紙

147 ㈱東京洋紙店 東京都 千代田区神田錦町

3-24-16

03-3291-3801 パーセント表示された印刷用紙・紙製

品

148 東洋ピアノ製造

㈱

静岡県 磐田郡竜洋町高木

1818番地

0538-66-5015 70%以上認証材を使ったピアノ

149 ㈱トッパンプロ

スプリント

東京都 北区堀船2-20-46 03-5390-2751 ミニマム 17.5％または 30％FSC 認証

紙を用いた印刷物

150 豊 田 通 商 ㈱

生活資材部

東京都 千 代 田 区 丸 の 内

3-8-1

03-5288-2951 パーセント表示された PPC 用紙、印刷

用紙

151 永井印刷工業

㈱

東京都 中央区入船2-2-10 03-3551-7311 パーセント表示された印刷物

152 中庄㈱ 東京都 中央区日本橋馬喰町

1-5-4

03-3663-0206 パーセント表示された印刷用紙、和紙

及び家庭用紙

153 ㈲西倉工務店 岩手県 下閉伊郡岩泉町岩泉

字合の山 12-4

0194-22-2407 部分的に認証材を 100%使用した木造

住宅、及び 100%認証材を使用した家

具・木工製品。

154 ㈱日企 東京都 中央区日本橋兜町

20-6

03-3669-3181 パーセント表示された印刷物

155 ㈱沼澤工務店 山形県 新 庄 市 十 日 町

6397-17

0233-22-8017 認証製材杉（日本）

156 ㈱野毛印刷社 神奈川県 横浜市金沢区福浦

2-4-11

045-780-5181 認証材混合割合ミニマム 17.5%及び

30%用紙を用いた印刷物

157 服部紙商事㈱ 東京都 中央区京橋 1-10-3 03-3562-1411 パーセント表示されたコピー用紙・印刷

用紙

158 東白川村森林

組合

岐阜県 加茂郡東白川村越原

46-1

0574-78-2009 ヒノキ丸太認証材を使用した木製品・

木炭

159 ㈱美松堂 東京都 文京区小石川 1 丁目

3-9

03-5689-2540 パーセント表示された紙印刷物

160 ㈱ひらい 千葉県 袖 ヶ 浦 市 川 原 井

2069-8番地

0438-75-6271 ヒバ、スギ製材(日本)

161 ㈱フカサワ 山梨県 塩山市西野原372-1 0553-33-4669 カラマツ、イトヒバ、杉立木、丸太、製

材、集成材(日本)

162 富士印刷㈱ 三重県 四日市市南起町4-1 0593-52-8181 ミニマム 30％FSC・COC 認証紙及び再

生紙を含むミニマム 17.5％FSC・COC

認証紙を用いた印刷物

163 ㈲藤原林業 山梨県 東山梨郡牧丘町北原

1934

0553-35-3489 カラマツ、イトヒバ、杉立木、丸太(日

本)
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164 プラス㈱ 東京都 文京区音羽 1-20-11 03-3942-3247 パーセント表示された認証紙

165 ㈱文星閣 東京都 大 田 区 久 が 原

2-12-12

03-3754-2121 パーセント表示された印刷物

166 平和紙業㈱ 東京都 中央区新川 1-22-11 03-3206-8521 パーセント表示された紙

167 堀内ウッドクラ

フト

神奈川県 足柄上郡大井町西大

井400-3

0465-83-7735 FSC 認証木材を使用したお盆やマウス

パッド等の木工製品

168 正野林業 山形県 最上郡金山町下野明

450-1

0233-52-2462 丸太杉（日本）

169 ㈲まつい商店 大阪府 和泉市春木町231-1 0725-54-2620 タエダマツ木製品

170 松阪飯南森林

組合

三重県 松阪市飯南町粥見

5725-3

0598- 32-3516 ●認証材 100%使用の丸太、柱、杭、そ

の他木工品●部分的に認証材を100％

使用した建築物●全体の70%以上に認

証材を使用した建築物

171 三浦印刷㈱ 東京都 墨田区千歳2-3-6 03-3633-0595 ミニマム 30%FSC・CoC 認証紙及び再

生紙を含むミニマム 17.5%FSC・CoC 認

証紙を用いた印刷物

172 水上印刷㈱ 東京都 新宿区西新宿5-14-3 03-3372-2431 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

173 三 菱 商 事 ㈱

紙・パッケージ

ングユニット

東京都 港区港南二丁目 16 番

3号

03-6405-7585 SCA社ｸﾞﾗﾌｫｺｰﾄ NB、三菱製紙社ホワイ

トニューVマット

174 ミフジ㈱ 三重県 津市東丸ノ内5-8 059-226-2662 パーセント表示された印刷用紙、PPC

用紙、特別紙

175 耳川広域森林

組合諸塚支所

宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字

家代6183-1

0982-65-0106 杉/ツバキ材木(日本)

176 明幸洋紙㈱ 東京都 文京区本郷 1-25-2

明幸ビル

03-3813-4331 パーセント表示された印刷用紙・ＰＰＣ

紙

177 ㈱守屋材木店 山梨県 北都留郡上野原芦垣

1110

0554-63-2728 認証製材杉（日本）

178 山下印刷紙器

㈱

大阪府 大阪市此花区西九条

6-1-14

06-6463-2381 ダンボールサックカートンの表紙

179 ㈱ヤマト 東京都 中央区新富 1-13-21 03-3551-9981 ﾆ ｭ ｰ V マット (FSC)キク Y<76.5> 、

<93.5>、金菱(FSC)キク Y<48.5>

180 山梨県集成材

事業協同組合

山梨県 南アルプス市上今諏

訪850番地 1

055-284-8111 カラマツ集成材、製材(日本)

181 吉川紙商事㈱ 東京都 中央区日本橋箱崎町

14-2

03-3665-1661 パーセント表示された印刷用紙、PPC

用紙

182 米山紙商事㈱ 東京都 品川区大井 1-22-13 03-3774-0137 パーセント表示された印刷用紙・PPC用

紙・紙製品

183 ㈱レイメイ藤井 福岡県 福岡市博多区古門戸

町5-15

092-262-2252 パーセント表示されたコピー用紙・印刷

用紙

184 アート印刷㈱ 神奈川県 川崎市川崎区塩浜

2-6-11

044-280-1211 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

185 ㈱アウトポート 東京都 渋谷区上原 1-7-20

サエグサビル代々木

公園3F

03-3485-4030 FSC 認証された木製品の購入、輸入、

保管及び販売

186 アスクル㈱ 東京都 江東区辰巳3-10-1 03-3522-8067 パーセント表示された認証紙

187 ㈱ ア トリエ

ニキティキ

東京都 武蔵野市吉祥寺本町

2-31-8

0422-21-4015 認証木工品の購入及び販売

188 アベイズム㈱ 千葉県 長生郡長南町美原台

1-31

0475-46-2333 ミックス表示された認証紙を使用した

印刷物

189 伊坂美術印刷

㈱

東京都 中央区湊 3-3-2 前

田ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ 5F

03-3552-2211 FSC ミックス認証紙の仕入れ及び、FSC

ミックス認証紙を使用した印刷物の製

造及び販売

190 ㈱石田大成社 東京都 江東区東陽6-3-38 03-3699-0711 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

191 ㈱一九堂印刷

所

東京都 江東区平野2-16-5 03-3642-1919 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

192 (合)井上勲紙

店

長崎県 長崎市栄町4番20号 095-826-8155 パーセント表示された認証紙
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193 印刷組合ドット

コム㈱

東京都 千代田区神田錦町

3-2

03-3372-2431 パーセント表示された印刷用紙

194 ウッドメイクキ

タムラ

三重県 北牟婁郡海山町大字

馬瀬 1080-1

0597-36-1963 木工小物（日本、スギ・ヒノキ）

195 エヌエイシー

㈱

東京都 中央区日本橋本町

1-8-3

03-3245-1327 パーセント表示された認証紙

196 王 子 製 紙 ㈱

本社

東京都 中央区銀座4-7-5 03-3563-7144 パーセント表示された認証チップ、印

刷用紙や情報用紙を含む様々な用紙

197 王子タック㈱ 東京都 中央区銀座 5 丁目

12-8

03-3248-3450 FSC 認証された紙の仕入れ、加工及び

販売

198 王子チヨダコ

ン テ ナ ー ㈱

高槻工場

大阪府 高槻市宮田町 1-2-3 0726-96-0581 FSC 認証された紙の仕入れ、加工及び

販売

199 大阪シーリング

印刷㈱

大阪府 大阪市天王寺区小橋

町 1-25

06-6763-1899 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

200 大原印刷㈱ 大阪府 大阪市東成区中道

3-8-17

06-6971-1135 FSC認証紙を用いた印刷物

201 岡村印刷工業

㈱

奈良県 高市郡高取町車木

215

0745-62-2703 認証材混合割合 17.5％以上の用紙を

用いた印刷物

202 ㈱オギノ 大阪府 東大阪市楠根1丁目5

番 26号

06-6744-1751 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管・断裁加工及び販売

203 かが森林組合 石川県 小松市長谷町ヨ 244

番地

0761-46-1341 認証材 100%使用の丸太・製材製品・木

工製品

204 ㈱加清 東京都 中央区月島4-4-4 03-5548-1681 パーセント表示された認証紙

205 釜津田地区認

証炭生産グル

ープ

岩手県 下閉伊郡岩泉町釜津

田字唐地22

0194-29-2059 FSC100%材を用いた木炭

206 ㈱紙藤原 東京都 世 田 谷 区 用 賀

1-27-22

03-3700-4411 パーセント表示された印刷用紙、PPC

用紙、特別紙

207 ㈱きずな 愛知県 愛知郡東郷町大字諸

輪字尼ヶ根34-2

0561-39-1155 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

208 九州林産㈱ 大分県 大分郡湯布院町大字

中川815-1

0977-84-3161 認証材100％使用の丸太･製材製品･木

工製品

209 京橋紙業㈱ 東京都 中 央 区 東 日 本 橋

1-1-18

03-5820-2731 認証材混合割合 17.5％以上の認証紙

210 ㈱金羊社 東京都 大田区鵜の木2-8-4 03-3750-2867 認証材混合割合 17.5%以上の用紙を用

いた印刷物

211 葛巻町森林組

合

岩手県 岩手郡葛巻町葛巻

14-37

0195-66-2533 FSCPureラミナーの仕入及びFSCPure

集成材の委託加工、販売

212 江越㈱ 大阪府 東大阪市長田中 3 丁

目4番31号

06-6747-5201 FSC(ミックス)認証された洋紙、家庭

紙、和紙、特殊紙の仕入れ、保管・断裁

加工及び販売

213 ㈲光大産業 福島県 安達郡本宮町作田台

66-1

0243-33-5381 家庭用木製品製造販売

214 コニカミノルタ

ビジネスソリュ

ーションズ㈱

東京都 中央区日本橋本町 1

丁目5番 4号

03-5205-7757 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、及び販売

215 ㈱三信商会 大阪府 大阪市中央区淡路町

1-5-2

06-6226-1131 パーセント表示された PPC 用紙、印刷

用紙、コピー用紙

216 ㈱ジービーエ

ス

東京都 千代田区麹町4丁目2

番地 第 2 麹町ﾋﾞﾙ 9

階

03-3288-3961 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管・包

装、及び販売

217 塩﨑商店 三重県 北牟婁郡海山町相賀

689-1

0597-36-1623 製材・丸太（日本、スギ･ヒノキ）

218 四国紙商事㈱ 東京都 千 代 田 区 内 神 田

1-13-7

03-3293-4591 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断

裁、包装換え及び販売

219 ㈱四国洋紙店 東京都 千 代 田 区 内 神 田

1-13-7

03-3293-4592 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断

裁、包装換え及び販売

220 資生堂開発㈱ 東京都 荒 川 区 東 日 暮 里

6-57-7

03-3803-8204 パーセント表示された認証紙
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221 シャープドキュ

メントシステム

㈱

東京都 墨田区石原 2 丁目 12

番 3号

03-3621-4618 パーセント表示された PPC 用紙、コピ

ー用紙

222 ㈱ジャパン・ス

リーブ

東京都 墨田区両国3-21-11 03-5625-2152 認証材混合割合 17.5％以上の用紙を

用いた印刷物

223 伸光洋紙㈱ 大阪府 大阪市中央区粉川町

5-5

06-6762-9551 FSCミックス認証紙の販売

224 住商紙パルプ

㈱

東京都 中央区晴海 1-8-8 晴

海ｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌ

ｨｽ W棟 11 階

03-5166-7334 FSC ミックス認証紙の仕入、保管及び

販売

225 住 友 商 事 ㈱

木材建材部

東京都 中央区晴海 1-8-11 03-5166-5883 パーセント表示された認証紙

226 セキ㈱ 愛媛県 松山市湊町7丁目７番

地 1

089-945-0116 FSC 認証紙及び FSC 認証紙を用いた

印刷物

227 大東印刷工芸

㈱

東京都 中央区新富 1-15-8 03-3552-8341 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

228 大日本印刷㈱

横浜工場

神奈川県 横浜市都筑区池辺町

3500

045-933-1117 FSC ミックス認証紙を使用した印刷製

品の製造及び販売

229 大平印刷㈱ 京都府 京都市下京区西七条

掛越町55

075-313-7141 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造、及び販売

230 ㈲髙吟製材所 岩手県 岩手郡葛巻町葛巻

12-24-6

0195-66-2941 FSC100%材を用いた構造用集成材、木

質建材

231 ㈱高田 大阪府 東 大 阪 市 長 田 中

3-4-20

06-6746-1751 パーセント表示された認証紙

232 ㈱タカラインコ

ーポレーション

大阪府 大阪市中央区北久宝

寺町 1-4-8

06-6262-3131 パーセント表示された認証紙

233 宝印刷㈱ 東京都 豊島区高田 3 丁目

28-8

03-3971-3742 FSCミックス認証紙を用いた印刷物

234 ㈱タナックス 福井県 福井市今市町62-11 0776-38-2721 パーセント表示された認証紙

235 チェルト㈱ 千葉県 千葉市美浜区中瀬

2-6 WBGマリブイース

ト 22階

043-351-2514 FSCミックス認証紙の仕入れ及び販売

236 ㈱チューエツ 富山県 砺波市三郎丸45 0763-32-2021 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

237 中央製材グル

ープ

山梨県 南アルプス市上有野

3358

055-285-0819 認証材製材加工及び販売

238 ㈲土屋印刷所 福島県 郡山市鳴神2-48 024-951-2458 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

239 ㈱東京総合パ

ック

東京都 文京区小石川 1-4-6

TK小石川ﾋﾞﾙ 2Ｆ＆3Ｆ

03-5800-4456 FSC ミックス認証された紙を使用した

各種パッケージ類の仕入れ、委託加工

及び販売

240 東京速水印刷

㈱

東京都 中野区弥生町 1-29-11 03-3372-6116 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

241 東京リスマチッ

ク㈱

東京都 板橋区舟渡4-4-27 03-5922-7141 認証材混合割合 17.5%以上の用紙を用

いた印刷物

242 東芝ドキュメン

ツ㈱プリンティ

ングセンター

神奈川県 横浜市緑区中山町

450

045-939-7520 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

243 東新紙業㈱ 東京都 港区西新橋 1-16-12 03-3503-2461 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

及び販売

244 東洋紙業㈱ 東京都 品川区南品川6-1-5 03-3450-2623 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造及び販売

245 中島印刷㈱ 東京都 目黒区目黒2-11-3 03-3493-0551 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の生産、及び販売

246 ㈱中島商店 石川県 金沢市十間町八番地

の 1

076-261-8281 パーセント表示された印刷用紙、PPC

用紙、特別紙

247 ㈱ナムラ 栃木県 佐野市浅沼町 898 ナ

ムラハウジングプラ

ザ7Ｆ

0283-21-5711 針葉樹を原料とした集成材製品/家庭

用雑貨

248 西川印刷㈱ 愛知県 名古屋市東区東桜

2-11-16 西川ビル

052-979-0345 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物
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249 日商印刷㈱ 東京都 港区赤坂7-9-1 トーユ

ービル 2F

(03) 3582-6711 FSC認証紙を用いた印刷物

250 日本メタライジ

ング工業㈱

神奈川県 茅ヶ崎市矢畑 1111-2 0467-86-4441 FSC 認証された紙の仕入れ、加工及び

販売

251 ㈱ビーエフ 埼玉県 所沢市南永井667-1 04-2945-0311 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造及び販売

252 ビズネット㈱ 東京都 文京区音羽 1-17-18

日医工ﾋﾞﾙ 2Ｆ

03-3942-3082 FSC 認証された紙、紙製品及び木工製

品の仕入れ、保管、外注印刷及び販売

253 日向農業協同

組合諸塚支店

宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字

家代2683

0982-65-1128 認証原木を使用して栽培されたしいた

けの販売

254 不二印刷㈱ 福島県 郡山市富田町字権現

林26-61

024-951-6921 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

255 冨士印刷㈱ 神奈川県 相模原市上鶴間本町

3-8-1

042-742-3321 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

256 双葉工芸印刷

㈱

東京都 新宿区新小川町2-11 03-3269-4914 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

257 二葉紙業㈱ 東京都 千代田区神田神保町

3-29

03-3265-6151 パーセント表示された認証紙

258 ㈱プリマーク 大阪府 大阪市天王寺区味原

本町6番 8号

06-6762-6036 パーセント表示された認証紙

259 北越製紙㈱ 東京都 日本橋本石町3-2-2 03-3245-4549 認証材混入率30％以上の紙

260 松阪地区木材

協同組合

三重県 松阪市木の郷町 11(ウ

ッドピア市売協同組

合)

0598-20-2288 認証材 100％の丸太及び製材品

261 特定非営利活

動法人緑のダ

ム北相模

東京都 世田谷区若林3-35-9 03-3411-1636 認証材を使用した木製品の製作と販

売

262 諸塚村しいた

け部会

宮崎県 東臼杵郡諸塚村大字

家代2683

0982-65-1128 FSC 認証原木を使用したしいたけの生

産および販売

263 ㈱ヨシダコー

ポレーション

福島県 郡山市田村町上行合

字北川田22-1

024-942-0005 FSC 認証紙を使用した商用印刷名刺・

カード・カタログ・パンフレット・ポスター

264 ㈲和田印刷 福島県 須賀川市袋田字守子

92-8

0248-75-2256 パーセント表示された認証紙を使用し

た印刷物

265 アイク㈱ 東京都 中央区新川 1-23-5

新川イースト

03-5541-2112 FSC ミックス認証紙及び紙製品の仕入

れ及び販売

266 アサナカ紙商

事㈱

埼玉県 川越市問屋町4-1 049-224-5111 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁、包装替え、及び販売

267 旭感光紙㈱ 千葉県 松戸市松戸新田60 047-368-4156 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の購入、断裁、仕上げ、包装替及び販売

268 阿部興業㈱ 埼玉県 狭山市新狭山 1-1-11 042-900-8016 ドア、ドア材料（ブラジル、テーダパイ

ン）

269 泉林業㈲ 三重県 北牟婁郡海山町相賀

143-35

0597-32-0104 製材（日本、スギ・ヒノキ）

270 伊藤忠商事㈱ 東京都 港区北青山2-5-1 03-3497-6398 FSC認証木材チップ、パルプ材原木、木

材パルプ、FSC 認証原木、製材、ベニ

ヤ、合板、LVL、MDF、パーティクルボー

ド、集成材、家具、フローリング

271 乾㈱ 大阪府 大阪市北区天神橋

7-3-2 大山ﾋﾞﾙ 6階

06-6353-2522 FSCミックス認証紙の仕入及び販売

272 茨木紙業㈱ 大阪府 大阪市中央区農人橋

2-2-2

06-6942-5523 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え、及び販売

273 ㈱ウイル・コー

ポレーション

石川県 白山市福留町 370 番

地

076-277-9803 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造、及び販売

274 植村材木店 三重県 北牟婁郡海山町相賀

143-41

0597-32-0226 製材（日本、スギ・ヒノキ）

275 ㈲江田建築 岩手県 岩手郡葛巻町葛巻

39-159-48

0195-66-0754 認証製材品の仕入、FSC 認証木材を使

用した住宅の建築及び販売

276 エリエールテ

クセル㈱

岐阜県 可児市今東山677-1 0574-65-7200 FSC ミックス認証紙の仕入、加工及び

販売

277 王 子 製 紙 ㈱

春日井工場

愛知県 春日井市王子町 1 番

地

0568-85-2043 FSC ミックス認証チップの仕入れ、FSC

ミックス認証紙の製造及び販売
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278 王 子 製 紙 ㈱

神崎工場

兵庫県 尼崎市常光寺4-3-1 06-6487-1003 原紙の仕入、FSC ミックス認証紙の塗

工、加工、及び販売

279 ㈱鵬紙業 東京都 中央区八重洲2-6-13 03-3274-2351 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断

裁、再包装及び販売

280 奥村印刷㈱ 東京都 北区栄町 1-1 03-5390-6149 印刷物

281 置戸林産流通

加工協同組合

連合会

北海道 常呂郡置戸町字境野

8番地

0157-55-2026 FSC 認証木材の仕入れ、FSC ピュア

（純）のログハウス、土木用資材、木製

品の加工、施工及び販売

282 ㈱オリバー 愛知県 岡崎市薮田 1-1-12 0564-27-2835 FSC(パーセンテージ)認証された家具

の仕入れ、及び販売

283 尾鷲ヒノキ内装

材加工協同組

合

三重県 尾鷲市新田奥大台櫃

1831

0597-22-7001 住宅用内装材（日本、スギ・ヒノキ）

284 尾鷲ひのきプ

レカット協同組

合

三重県 尾鷲市南浦矢の川

2322-1

0597-23-2107 住宅用プレカット（日本、スギ・ヒノキ）

285 ㈱カウネット 東京都 港区芝浦 3-17-12 吾

妻ビル

03-5439-5310 コピー用紙と文房具

286 加賀木材㈱ 石川県 金沢市駅西新町 3 丁

目 1-3

076-264-1211 FSC100%材を用いた丸太、製材品、加

工製品

287 金澤木材協同

組合

石川県 金沢市湊 1丁目 79 番

地

076-237-5566 FSC100%材を用いたプレカット加工品

288 兵製材所（カネ

ヒョウ）

三重県 北牟婁郡海山町相賀

1933-1

0597-32-0113 製材（日本、スギ・ヒノキ）

289 河村㈱ 石川県 金沢市神田 2 丁目 1

番 30号

076-242-8111 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁、包装替及び販売

290 河村㈱ 大阪

支店

大阪府 大阪市西区京町堀

2-1-20

06-6448-1301 FSC ミックス認証された紙の購入、断

裁、販売および印刷物の生産

291 関西紙業㈱ 三重県 津市桜橋3-53-5 059-225-8146 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の仕入れ、保管、断裁、包装替え、及び

販売

292 ㈱キーテック 千葉県 木更津市木材港 15 043-836-9311 単板の購入、100%FSC 認証単板積層材

の製造及び販売

293 「生地の家」職

人`ネットワーク

熊本県 熊本市健軍3-27-7 096-368-7125 1.認証製材品の購入、認証製材製品の

加工及び販売2.認証の家の施工

294 旭洋紙パルプ

㈱

大阪府 大阪市中央区瓦町

3-1-15

06-6229-7635 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁加工、及び販売

295 クイニョン植林

㈱

東京都 中央区銀座4-7-5 03-3563-7014 FSC認証チップの販売

296 楠製材 三重県 尾鷲市林町9-37 0597-22-1473 製材（日本、スギ・ヒノキ）

297 グループ蘭 山梨県 山梨市東 1760-10 0553-22-8017 認証林の立木購入、伐採、及び丸太の

販売と搬送／（グループ認証内製材所

での認証丸太の購入）認証チップ・製材

品の製造及び販売

298 ㈱広英社 東京都 文京区白山 1-13-7 03-5689-0230 FSC ﾐｯｸｽ認証紙の仕入、FSC ﾐｯｸｽ認証

紙を使用した印刷物の製造及び販売

299 ㈱講談社 東京都 文京区音羽2-12-21 03-5395-3616 FSC ミックス認証紙の仕入、及び認証

紙を使用した出版物の販売

300 ㈱恒陽社印刷

所

東京都 品 川 区 南 品 川

5-11-45

03-3474-0101 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した外注加工を含む印刷物

の生産・販売

301 ㈱コシハラ 石川県 金沢市問屋町 2 丁目

53番地

076-237-8181 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

加工及び販売

302 コスモ紙商事

㈱

東京都 千 代 田 区 内 神 田

1-5-13 TKビル 2F

03-5283-9111 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁加工、及び販売

303 笹徳印刷㈱ 愛知県 豊明市栄町大脇 7 番

地

0562-97-1111 印刷物

304 ㈱サンエー印

刷

東京都 豊島区東池袋 5-44-1

東信東池袋ﾋﾞﾙ

03-3989-3741 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

305 ㈱三協 東京都 江東区福住 1-13-13 03-3643-3901 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の委託製造、及び販売
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306 JK 工業㈱ 千葉県 木更津市木材港 11 043-830-6502 100%認証木材の購入、100%認証単板

の製造及び販売

307 七洋紙業㈱ 東京都 中央区明石町 1-33 03-3545-6670 FSC ミックス認証紙の仕入れ、断裁、包

装、保管及び販売

308 昇栄物産㈱ 栃木県 栃木市野中町470-2 0282-25-1955 ＦＳＣ100%認証の製材品、集成材、木工

品（箸など）

309 ㈱城南村田 東京都 大田区千鳥2-12-3 03-3757-1161 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、及び販売

310 昭美印刷㈱ 埼玉県 蓮田市黒浜桜ヶ丘

3478

048-764-3261 FSC ミックス認証された紙の購入、断

裁、販売および印刷物の生産

311 ㈱新寿堂 東京都 千 代 田 区 丸 の 内

1-8-2

03-3201-2971 FSC ミックス認証紙を使用した印刷製

品の製造及び販売

312 新日本工業㈱ 三重県 松阪市広陽町41-1 0598-20-1777 FSCミックス認証された紙の購入、認証

紙を使用した印刷物の生産、及び販売

313 森林組合おわ

せ

三重県 北牟婁郡海山町大字

便ノ山200

0597-32-0275 丸太及び角材（日本、スギ・ヒノキ）

314 スダコー㈱ 富山県 富山市八日町247-19 076-429-7000 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

加工及び販売

315 住 友 林 業 ㈱

木材部

東京都 千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワ－

Ｎ館 14階

03-6730-3937 FSCピュアとFSCミックス認証チップ及

び合板の購入、販売

316 ㈱誠晃印刷 東京都 新宿区新小川町 9-22

誠晃ﾋﾞﾙ

03-3269-1001 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

317 ㈱成文社 兵庫県 神戸市中央区中山手

通7-4-6

078-341-3024 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え、及び販売

318 ㈱創森社 東京都 新宿区矢来町96-4 03-5228-2270 書籍

319 第一紙業㈱ 東京都 中央区銀座3-14-10 03-3541-3932 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁、包装替、及び販売

320 大王製紙㈱

ホーム＆パー

ソナルケア事

業部

東京都 新宿区早稲田町 70-1

エリエール早稲田ビ

ル

03-3205-6132 FSC ミックス認証紙を使用した紙製品

の仕入、保管及び販売

321 大正町森林組

合集製材工場

高知県 幡多郡大正町瀬里

57-3

0880-27-0175 FSC100%材を用いた集成材、建築用資

材、家具

322 大日本印刷㈱

市谷事業部

東京都 新宿区市谷加賀町

1-1-1

03-3266-2943 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造

323 太平紙業㈱ 東京都 江 戸 川 区 臨 海 町

3-6-1

03-3877-3511 1.FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、

断裁加工及び販売 2.FSC ﾐｯｸｽ認証紙

を使用した印刷物の外注印刷工程を

含む生産、及び販売

324 ダイヤミック㈱ 東京都 千代田区丸の内 3 丁

目 2番 3号 富士ビル

4階

03-3216-7506 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の購入、及び販売

325 中央紙通商㈱ 愛知県 名古屋市千種区内山

3丁目12番 14号豊島

不動産ﾋﾞﾙ 7F

052-741-1245 FSC ミックス紙の仕入れ、保管、断裁、

包装替え、及び販売

326 蝶プラ工業㈱

稲沢本部工場

愛知県 稲沢市東緑町3-22 0587-23-5177 FSC ピュア及び FSC ミックス材料を使

用した樹脂成型品の製造及び販売

327 千代田洋紙㈱ 東京都 千代田区神田錦町

3-11

03-3293-1411 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、

（外注）断裁、包装替及び販売

328 ツバメ工業㈱ 香川県 観音寺市大野原町丸

井817-7

0875-27-8441 FSCミックス認証紙の仕入れ、FSC ﾐｯｸｽ

認証紙を使用した封筒及び紙製品の

製造・販売

329 ㈱DNP東北 宮城県 仙台市宮城野区苦竹

3-5-1

022-783-4700 FSC ミックス認証された紙を使用した

印刷物の製造及び販売

330 ㈱ティービー

ダブリュエー・

ジャパン E-グ

ラフィックスカ

ンパニー

東京都 三鷹市牟礼6-25-28 0422-49-5523 FSCミックス認証紙を用いた印刷物



付属資料 1

121

事業体名 所在地 電話番号 取扱品目

331 東京加工紙㈱ 東京都 港区浜松町2-3-26 03-3434-7941 FSC ミックス認証紙の仕入、印刷及び

販売

332 ㈱東京高田 東京都 新宿区喜久井町 12-1 03-3203-8151 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁、包装替え、及び販売

333 トーヨーマテリ

ア㈱

東京都 港区赤坂7-6-38アル

ファベットセブンビル

2F

03-5563-8271 合板並びに木材製品

334 図書印刷㈱ 東京都 港区高輪 1-3-13 03-3473-7320 印刷物

335 トッパン・フォー

ムズ㈱

東京都 港区東新橋 1-7-3 03-6253-6089 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造及び販売

336 ㈱富屋 長野県 長野市大豆島3893-9 026-268-2131 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え、及び販売

337 中島洋紙㈱ 大阪府 東大阪市長田中 4 丁

目5-11

06-6747-6001 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁加工、及び販売

338 中村製材所 佐賀県 佐賀市諸富町為重

385-1

0952-47-3100 FSC100%材を用いた家具

339 西﨑紙販売㈱ 広島県 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ

6丁目 5-16

082-277-2317 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

加工及び販売

340 西ノ宮㈱ 東京都 千 代 田 区 内 神 田

1-14-5

03-3219-6411 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁加工、及び販売

341 日本アーツ㈱ 大阪府 大阪市天王寺区六万

体町4-2

06-6773-1221 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の（外注製本工程を含む）製造、及び販

売

342 ㈱日本能率協

会マネジメント

センター

東京都 港 区 東 新 橋 1-9-2

汐留住友ビル 24階

03-6253-8002 FSC ミックス認証された紙を使用した

手帳の仕入れ、保管、及び販売

343 阪 和 興 業 ㈱

木材部

東京都 中央区築地 1-13-10 03-3544-2371 FSC ピュアーあるいは FSC ミックス製

材品、集成材、単板、合板及び丸太の購

入、販売

344 富国紙業㈱ 東京都 新宿区若松町38番18

号

03-3203-2191 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断

裁、再包装及び販売

345 富士加工㈱ 岐阜県 瑞穂市重里421 番地 058-328-3221 FSC ミックス認証紙の仕入れ、塗工、加

工、販売

346 ㈱プロネクサ

ス

東京都 港区虎ノ門 1-25-7 03-5777-3058 FSC ミックス紙を使用した印刷物の製

造及び販売

347 ㈱文運堂 東京都 渋谷区笹塚2-12-4 03-3377-5275 FSCミックス認証紙の購入及び販売

348 文化堂印刷㈱ 神奈川県 小 田 原 市 寿 町

1-10-20

0465-34-9206 印刷物

349 ㈱文祥堂洋紙

店

東京都 板 橋 区 小 豆 沢

4-14-28

03-3965-8551 FSC(ミックス)認証紙の仕入れ、保管、

断裁、包装換え及び販売

350 北 菱 林 産 ㈱

岩泉工場

岩手県 下閉伊郡岩泉町二升

石字西野49

0194-22-3369 FSC100%材を用いた木材チップ

351 松下電器産業

㈱ 国際商事

本部

大阪府 大阪市中央区城見

2-1-61 ツイン 21 Ｏ

ＢＰパナソニックタワ

ー

06-6937-7132 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の仕入れ、及び販売

352 ㈱松村洋紙店 京都府 京都市下京区七条御

所ノ内中町51

075-313-8184 FSC ミックス認証紙の仕入れ、断裁、及

び販売

353 ㈱丸二 長野県 上田市問屋町 134-1 0268-24-8111 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え、及び販売

354 ㈱マルホン 静岡県 浜松市永島 1295 053-587-0711 住宅用認証構造材及び造作材の仕入

れ、外注加工、仕上げ、保管及び販売

355 丸美グループ 東京都 千代田区神田西福田

町2

03-3252-5281 －

356 丸山印刷㈱ 兵庫県 高砂市神爪 1-11-33 079-432-1518 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

357 ㈱マンツネ 東京都 中央区銀座2-11-15 03-5565-6411 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、及び販売

358 三菱製紙㈱ 東京都 千 代 田 区 丸 の 内

3-4-2 新日石ビル

03-3213-3763 コート紙（チリ・南アフリカ、ユーカリ）
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359 南加賀木材協

同組合

石川県 小松市那谷町金 1 番

地

0761-65-3900 FSC100%材を用いた製材品・加工品

360 美濃紙業㈱ 大阪府 東 大 阪 市 長 田 中

3-4-10

06-6747-5381 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁、包装替及び販売

361 美作森林組合

西粟倉事業所

岡山県 英田郡西粟倉村長尾

657-1

0868-79-2326 丸太、製材品(丸棒加工、角材、板材)、

加工製品(遊具、家具、公園資材、土木

資材、建築資材)

362 ㈱深山 東京都 台東区元浅草 1-1-3 03-3842-1211 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁及び販売

363 ㈱彌生洋紙店 東京都 文 京 区 湯 島

2-19-5-407

03-3813-7721 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁加工、及び販売

364 ㈲ケー・エヌ・ピ

ー

東京都 千 代 田 区 外 神 田

5-5-7 佐野ビル 2F

03-5812-3630 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造及び販売

365 ㈲吉田印刷所 東京都 中央区新川 1-11-5 03-3553-0436 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の外部委託加工及び販売

366 ㈱ローヤル企

画

東京都 千代田区神田錦町

3-12-10神田竹尾ビル

03-5281-1824 FSC ミックス認証紙を使用した印刷物

の製造及び販売

367 ㈱アスプルンド 東京都 港区三田 4-1-9 三

田ﾋﾙｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ 7F

03-3769-0660 FSC 認証家具及び雑貨の仕入及び販

売

368 ㈲ALBERI 埼玉県 和光市南 1-14-20 048-423-2090 ①FSC 材を用いた建材販売。②FSC 材

を用いた建築造作材加工、販売

369 イシイ㈱ 大阪府 大阪市中央区瓦屋町

2-11-19

06-6768-1577 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の外注工程を含

む生産・販売

370 石井電算印刷

㈱

福島県 郡山市田村町上行合

字南川田37-2

024-942-5200 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

371 石橋印刷㈱ 福島県 郡山市富田町字中の

目47-3

024-951-4800 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

372 ㈲おの印刷 福島県 郡山市富久山町久保

田字古坦8-2

024-943-3337 FSCミックス認証紙を使用した印刷物

373 ㈱木の里工房

木薫

岡山県 英田郡西粟倉村長尾

739-5

0868-79-2916 1)製材品(丸棒加工、角材、板材)2)加

工製品(遊具、家具、公園資材、土木資

材、建築資材)

374 ㈱光陽社 大阪府 東 大 阪 市 長 田 中

4-6-10

06-6747-6188 FSC ミックス認証紙の購入、保管、断裁

及び販売

375 児島洋紙㈱ 福岡県 福岡市博多区中洲中

島町2番 1号

092-291-1331 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

加工及び販売

376 ㈱坂本印刷所 福島県 郡山市喜久田町菖蒲

池 14-26

024-959-1234 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の生産・販売

377 佐川印刷㈱ 京都府 向日市森本町戌亥５

番地の３

075-933-8081 FSC ミックス認証紙の仕入、および印

刷物の製造販売

378 笹氣出版印刷

㈱

東京都 港区芝浦2丁目 14番

13号 MCKビル 2F

03-3455-4415 FSC認証紙を使用した印刷物

379 ㈱サンエイ 青森県 青森市妙見３丁目２番

１９号

017-738-0040 FSCミックス認証紙を使用した印刷物

380 ジャパンニュー

ペーパー㈱

京都府 向日市森本町戌亥

5-3

075-934-8004 FSC ミックス認証紙の購入、保管、断裁

及び販売

381 秀光印刷㈱ 大阪府 大阪市城東区鴫野西

2丁目8番26号

06-6965-5880 FSC ミックス認証紙の購入、及び印刷

物の外注工程を含む製造・販売

382 新日本印刷㈱

東京支社

東京都 中央区築地 2 丁目 1

番 16号

03-3543-6000 FSC ミックス認証紙の仕入れ、印刷物

の製造及び販売

383 千住加工紙㈱ 埼玉県 八潮市2-1027-1 048-997-2250 FSC ミックス認証紙の購入、加工・仕上

げ・包装替え及び販売

384 ㈱創英 東京都 品 川 区 西 五 反 田

5-20-4

03-3490-1531 FSC ミックス認証紙の仕入れ、FSC ミッ

クス認証紙を使用した印刷物の製造及

び販売

385 大同紙販売㈱ 東京都 台東区元浅草3-20-1 03-3841-9631 FSC ミックス認証紙の購入、保管、断裁

及び販売
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386 大丸藤井㈱ 北海道 札幌市西区発寒 10 条

14丁目 1069-1

011-664-3111 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え及び、FSC 認証さ

れた文具品・家具の仕入れ、保管、及び

販売

387 ㈱ダニエル 神奈川県 伊勢原市鈴川 51 伊

勢原工業団地内

0463-94-5256 FSC 認証製材の購入、FSC 認証１００％

無垢材を使用した家具・木工製品の仕

上げ加工、及び販売

388 ㈱ちきりや 長野県 松本市征矢野 1-6-53 0263-26-2520 FSC ミックス認証紙の仕入、保管、断裁

加工及び販売

389 社会福祉法人

東京コロニー

東京都大田福

祉工場

東京都 大 田 区 大 森 西

2-22-26

03-3762-7611 FSC ミックス認証紙の購入、及び印刷

製品の製造、販売

390 富久㈱ 福島県 郡山市喜久田町卸

1-42-1

024-959-6236 FSC ミックス認証された紙の仕入れ、

保管、断裁、包装替え、及び販売

391 杜陵印刷㈱ 東京都 文京区小石川3-30-9 03-3813-8181 FSC ミックス認証紙の購入、及び認証

紙を使用した印刷物の製造・販売

392 ㈱ナガイ 長野県 飯田市鼎下山882-1 0265-24-7111 床材、羽目板、ドア、折戸、フリー板

393 西口印刷㈱ 大阪府 大阪市住之江区北加

賀 1-3-9

06-6651-8881 印刷物

394 ㈱日本中央住

販

奈良県 奈 良 市 藤 の 木 台

4-6-20

0742-43-7711 建材

395 ヒサゴ㈱ 愛知県 名 古 屋 市 東 区 葵

3-14-12

052-936-1353 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の仕入れ、保管、及び販売

396 ヒサゴレーベル

㈱

愛知県 名 古 屋 市 東 区 葵

3-14-12

052-936-1353 FSC ミックス認証された紙の購入、加

工、仕上げ販売及び、FSC 認証紙を使

用した印刷物の製造販売

397 ㈱藤島建設 埼玉県 川 口 市 南 前 川

2-14-12

048-265-8888 認証製材品の仕入、FSC 認証木材を使

用した住宅の建築及び販売

398 富士通アプリコ

㈱

神奈川県 川崎市中原区上小田

中4-1-1

044-754-3030 印刷物

399 ㈱丸住興産 東京都 中央区銀座 5-13-16

東銀座三井ﾋﾞﾙ 2F

03-3545-7280 FSC ミックス認証紙の仕入れ、及び販

売

400 丸住製紙㈱ 愛媛県 四国中央市川之江町

826番地

0896-57-2215 FSC 認証チップ・パルプの仕入、FSC ミ

ックス認証紙の製造及び販売

401 溝口洋紙㈱ 埼玉県 さいたま市見沼区卸

町 1-33

048-685-0711 FSC ミックス認証紙の仕入れ、保管、断

裁及び販売

402 ㈱宮川紙店 福島県 郡山市下亀田 13-2 024-922-4880 FSC ミックス認証された紙及び紙製品

の仕入れ、保管、断裁、包装替え、及び

販売

403 ㈱山櫻 東京都 中央区新富２-４-７ 03-5543-6311 FSC認証紙を用いた紙製品（名刺・はが

き・封筒など）の製造および販売。

404 吉田印刷㈱ 東京都 文京区千駄木５-３９-２ 03-3827-5541 FSC ミックス材を用いた商業印刷物全

般

405 リンテック㈱ 東京都 板橋区本町23-23 03-5248-7727 FSC認証パルプの仕入、FSCミックス認

証紙及び紙製品の製造、加工及び販売

資料:FSCウェブサイト
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(2) SGEC CoC 認証取得事業体 (2006年末現在)

事業体名 所在地 認定対象業種

1 大昭和興林㈱静岡事業所 静岡県富士市原田89番地の1 素材生産業、木材・木製品製造・販売業

2 佐藤木材工業㈱本社工場

やまさ㈿集成材工場

北海道紋別市上渚滑町4丁目

1番地

北海道紋別市上渚滑町4丁目

73番地

製材業、構造用集成材製造業(間伐材利用)

3 ㈲関西木材建設 高知県幡多郡大正町大字田

野々461番地

木材・木製品製造・販売業

4 大正町森林組合集成材工場 高知県幡多郡大正町瀬里

57-3

集成材製造業(ヒノキ・スギが主原料)、木材・木製

品販売業

5 渡辺製材㈱ 静岡県静岡市清水区西大曲町

6-11

プレカット加工業、木材加工・販売業

6 菊地建設㈱ 静岡県静岡市清水区北脇232 建設業(木造軸組工法主体)

7 ㈱南栄 熊本県八代市日置町677-1 一般用材、木材チップ生産・販売業、バーク堆肥、

木炭、木酢液生産・販売業、森林管理、森林整備、

森林土木関連業

8 新産住拓㈱ 熊本県熊本市近見8-9-85 製材業、プレカット加工業、木造住宅建築業

9 ㈳宮崎林業協会 宮崎県宮崎市別府町3-1宮崎

日赤会館2F

素材生産・販売業

10 ㈱泉林業 熊本県人吉市下原田町荒毛

1253

素材生産業(伐出請負・育林)、森林土木業

11 五常木材㈱ 千葉県千葉市稲毛区長沼原町

428

プレカット加工業、木材販売業

12 ㈱ウッディーコイケ 埼玉県秩父市下影森181 素材生産、製材、プレカット加工業、木材販売業

13 ㈱ウッディアシロ

徳島木材工業㈱

徳島県三好郡東みよし町足代

1135-2

徳島県三好郡東みよし町加茂

3339

素材生産、製材業、木材販売業

14 宮崎県森林組合連合会 宮崎県宮崎市橘通東1丁目11

番 1号

木材販売・流通業

15 ㈲響屋 栃木県宇都宮市錦3-5-6 木造建築工事業

16 ㈱コトブキ栃木工場 栃木県塩谷郡塩谷町田所

1601-12

木材加工製品製造・販売業

17 ㈲八汐木工 栃木県塩谷郡塩谷町大字大宮

1996-1

木材加工製品製造・販売業

18 ㈲西村材木店 栃木県鹿沼市村井町190-1 プレカット加工

19 ㈲田村材木店 栃木県日光市豊田町381-4 プレカット加工

20 ウッディオノ㈱ 香川県三豊市高瀬町新名

1288

プレカット加工

21 小国町森林組合共販所 熊本県阿蘇郡小国町大字宮原

3012

木材販売業(丸太)

22 ㈲キシ 徳島県徳島市津田海岸町6番

7号

家具・建具製造、造作材・階段等住宅資材製造

23 野田産業㈲ 徳島県海部郡美波町日和佐町

奥河内字弁財天75-1

製材業、木材加工業、木材販売業

24 ㈱アルボレックス 徳島市阿南市原ケ崎町居屋敷

71番地

素材生産業、製材業、木材加工・販売業

25 ㈱ウッドピア 徳島県美馬市木屋平字弓道

289

素材生産業、製材業、木製品製造業

26 住友フォレストサービス㈱ 愛媛県新居浜市磯浦2-1 原木市場(丸太の受入・保管・仕分、販売)

27 ㈲こばやし柳太郎建築 静岡県静岡市葵区鍵穴702-1 製材業、木製品加工・販売業、木造住宅建築・設計

業

28 カナダハウス㈱ 香川県三豊市高瀬町新名

1267-3

木造軸組注文住宅等建築業

29 三井物産フォレスト㈱ 東京都千代田区霞が関3-2-5

霞が関ビル704

木材・その他の林産物販売業
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30 物林緑化㈱ 東京都千代田区霞が関3-2-5

霞が関ビル704

素材生産業、木材・その他林産物販売業

31 ㈱河本組 広島県山県郡安芸太田町大字

遊谷665-1

木製品の規格・設計・販売・施行、木質チップ、木

炭製造等リサイクル業務、コンクリート構造物の診

断・補修等

32 永本建設㈱ 広島県廿日市市新宮2-14-12 木造住宅設計・施行(木造軸組工法注文住宅専門)、

店舗設計・施工、住宅リフォーム

33 佐伯森林組合 広島県廿日市市津田2013-1 製材業、製材品販売業

34 湯戸産業㈲ 広島県広島市佐伯区五日市町

石内6915-5

製材業、製材品販売業

35 中本造林㈱ 広島県廿日市市栗栖508 素材生産業、スギ製品製造・販売

36 ㈲安田林業 広島県廿日市市宮園2-7-6 素材生産業、木材販売業、木工品加工・販売

37 静岡件森林組合連合会 静岡県静岡市葵区追手町9-6

県庁西館9階

木材販売業(丸太)

38 ㈿ランバー宮崎(宮崎県内

事業体3社)

宮崎県宮崎市高岡町上倉永

2515

プレカット加工、木材防腐・防蟻処理、木材乾燥

39 ㈱川上木材(宮崎県内事業

体 3社)

宮崎県宮崎市跡江4325-1 住宅用木材・建材販売、建築プレカット加工品販売

40 ㈲岸本木材店(宮崎県内事

業体3社)

宮崎県日向市大字日知屋字塩

田16128-1

製材業、木製品加工・販売

41 横内林業㈱(紋別市事業体5

社)

北海道紋別市渚滑町9-26 製材業、チップ製造業

42 鈴木建設㈱エブリーハウス

(紋別市事業体5社)

北海道紋別市渚滑町9-27 木製建具・家具製作、羽目板建材製造、集成材上が

り框製造

43 ㈱木健(紋別市事業体5社) 北海道紋別市元紋別2番地 木工品製造加工、建築業

44 協和木材㈱(紋別市事業体5

社)

北海道紋別市上渚滑更生

49-3

製材加工業、製函材組立・加工業

45 紋別林産加工協同組合(紋

別市事業体5社)

北海道紋別市元紋別229-3 製材業、集成材製造業

資料: SGEC事務局
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(3) PEFC CoC 認証取得事業体 (2006年末現在)

企業名 所 在 地 電話番号 登録対象プロセス

1 伊藤忠紙パルプ㈱ 東京都中央区日本橋本町2

丁目 7番 1号（NOF日本橋

本町ビル8F）

(03)3639-7111 紙・パルプ類の輸入及び販売

2 大日本印刷㈱包装事業部 東京都新宿区市ケ谷加賀

町1-1-1

(03)3266-2111 紙類への印刷と加工

3 日本製紙㈱原材料本部林

材部

東京都千代田区有楽町

1-12-1 新有楽町ビル

(03)3218-8599 製紙用木材チップの輸入

4 前田産業㈱ 宮崎県小林市大字細野

1355

(0984)23-3322 樅の製材製品、木工製品の製造

5 三井住商建材㈱製材本部 東京都中央区晴海 1-8-8

晴海トリトンスクエアオ

フィスタワーW

(03)4416-3123 丸太、製材品の輸入販売

6 三井物産㈱ライフスタイ

ル事業本部物資・マテリ

アル部繊維・紙・原料室

東京都千代田区大手町 1

丁目 2番 1号

(03)3285-6694 製紙用木材チップの輸入・販売

7 ㈲川添商工 長崎県佐世保市白木町

49-11

(0956)25-2922 樅柾目板の木工製品の製造

8 ㈱美荻工芸 東京都港区東新橋2-10-10 (03)3431-2867 木箱、木工製品の製造

9 院庄林業㈱集成材事業部

清水工場

静岡県静岡市清水区天王

南2-22

(0543)65-6161 ①住宅用木材製品の設計、製造、②

木質ペレットの製造

10 丸紅㈱建材部、チップ部 東京都千代田区大手町 1

丁目 4番 2号

(03)3282-2328 原木、製材品、単板、合板、LVL、パ

ーティクルボード、MDF、ハードボー

ド、OSB、木材チップの貿易業務

11 大日本印刷東海㈱ 愛知県名古屋市守山区瀬

古3-902

(052)796-5210 紙類への印刷と加工

12 ㈱湯の里木材工業所 北海道上磯郡知内町字湯

の里156

(01392)6-2331 ①原木、製材、単板、合板の仕入・

販売、②単板、合板の製造

13 江間忠合板㈱ 東京都中央区晴海三丁目3

番 3号 江間忠ビル

(03)3533-8221

(代表)

木材及び建材の輸入・販売

14 ㈱マルホン 静岡県浜北市永島1295 (053)587-0711 製材品輸入、加工

15 三井物産林業㈱ 東京都江東区東陽4-11-38

USCビル5階

(03)3649-7181

(代表)

木材、木質建材の仕入及び販売

16 城南建設㈱ 神奈川県相模原市富士見2

丁目 8 番 8号 城南建設ビ

ル

(046)292-5677 木材、木質建材の仕入、加工、販売

17 ㈲伊勢産業 福井県小浜市新小松原

3-78

(0770)53-0783 塗箸、塗箸用箸木地の製造

18 リンテック㈱ 東京都板橋区本町32-23 (03)5248-7711 紙の抄造、仕上げ

19 ㈱エヌシーエヌ 東京都港区赤坂 4-8-14 赤

坂坂東ビル2階

(03)5775-7353 SE 構法木質フレームシステム(木質

半剛節ラーメンフレーム)の設計及

び製造

20 栄大産業㈱ 大阪府大阪市住之江区平

林南2-10-60
(06)6684-3011 フローリング製造

21 伊藤忠商事㈱生活資材部

門

東京都港区南青山2-5-1 (03)3497-6387 原木、製材、単板、合板、LVL, MDF,

ハードボード、OSB、パーティクルボ

ード、集成材、家具、フローリング、

木材チップ及びパルプの国内取引及

び輸出入並びに三国販売

資料:PEFC
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付属資料２

合法木材供給事業者認定団体リスト
1. 全国団体

団体名 認定団体

識別記号

所在地 電話・FAX番号 URL 区分

日本合板商業組合 日本合板

商業組合

○○支部

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛治町

3-5-4

TEL：03-5256-9080

FAX：03-5256-8786

全国(木材流通)

日本合板工業組合

連合会

JPMA 〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-17-3虎ノ

門 12森ビル

TEL：03-3591-9246

FAX：03-3591-9240

http://www.jpma.jp/ 全国(木材加工)

日本プリント・カ

ラ－合板工業組合

NPC(認) 〒422-8053

静岡県静岡市駿河区西中原

1-5-32

TEL：054-654-7955

FAX：054-287-3600

全国(木材加工)

全国木材組合連合

会

全木連 〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-4-3

永田町ビル6階

TEL：03-3580-3215

FAX：03-3580-3226

http://www.zenmoku.

jp/

全国(木材全般)

全国銘木連合会 全銘連(地

域名)

〒136-0082

東京都江東区新木場 2-1-6 東

京銘木協同組合内

TEL：03-3521-0217

FAX：03-3521-6260

http://www.meiboku-

ichiba.jp/

全国(原木流

通・木材流通)

日本木材輸入協会 輸入協 〒135-0033

東京都江東区深川2-5-11木材

会館5階

TEL：03-3630-7431

FAX：03-3630-7433

全国(原木流

通・木材流通)

木材表示推進協議

会

FIPCL 〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-4-3

永田町ビル6階

TEL：03-3580-3215

FAX：03-3580-3226

http://www.zenmoku.

jp/fipc/

全国(木材全般)

全国天然木化粧合

単板工業協同組合

連合会

全天連 〒105-0003

東京都港区西新橋2-13-7ササ

キビル

TEL：03-3501-4021

FAX：03-3501-4023

http://www.zentenre

n.or.jp/

全国(木材加工)

全国森林組合連合

会

全森合認 〒101-0047

東京都千代田区内神田 1-1-12

コ－プビル8階

TEL：03-3294-9711

FAX：03-3293-4726

http://www.zenmori.

org/

全国(素材生

産・原木流通・

製材)

日本集成材工業協

同組合

日集協 〒105-0003

東京都港区西新橋2-22-4高嶺

第 2ビル

TEL：03-3434-6527

FAX：03-3434-6547

http://www.syuseiza

i.com/

全国(木材加工)

(社)全日本木材市

場連盟

全市連 〒112-0004

東京都文京区後楽1-7-12林友

ビル6階

TEL：03-3818-2906

FAX：03-3818-2907

http://www.zennichi

ren.com/

全国(原木流

通・木材流通)

全国素材生産業協

同組合連合会

全素協 〒112-0004

東京都文京区後楽1-7-12林友

ビル6階

TEL：03-5802-3157

FAX：03-5802-3298

http://homepage2.ni

fty.com/zensokyo/

全国(素材生

産・原木流通)

(社)日本林業経営

者協会

林経協

団体認定

〒107-0052

東京都港区赤坂1-9-13三会堂

ビル9階

TEL：03-3584-7657

FAX：03-3585-7857

http://www.rinkeiky

o.jp/

全国(素材生

産・原木流通)

(社)全国木材市売

買方組合連盟

全買連 〒135-0033

東京都江東区深川2-5-11木材

会館5階

TEL：03-3643-8711

FAX：03-3643-8727

http://www.geocitie

s.jp/zenbairen/

全国(木材流通)

全国木造住宅機械

プレカット協会

プレ協 〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-4-3

永田町ビル6階

TEL：03-3580-3215

FAX：03-3580-3226

http://www.precut-k

yokai.com/

全国(木材加

工・木材流通)

日本ツ-バイフォ-

ランバ-ＪＡＳ協

議会

2×4合法 〒100-0014

東京都千代田区永田町 2-4-3

永田町ビル6階

TEL：03-3580-3215

FAX：03-3580-3226

http://www.2X4lumbe

r.jp/

全国(木材加

工・木材流通)

全国LVL 協会 LVL 〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-17-3虎ノ

門 12森ビル

TEL：03-3591-9246

FAX：03-3591-9240

http://www.lvl.ne.j

p/

全国(木材加工)

日本複合床板工業

会

〒135-0033

東京都江東区深川2-5-11木材

会館5階

TEL：03-3643-2948

FAX：03-3643-2948

http://www.fukugo-y

ukaita.jp/

全国(木材加工)

日本フロ-リング

工業会

〒135-0033

東京都江東区深川2-5-11木材

会館5階

TEL：03-3643-2948

FAX：03-3643-2990

http://www.j-floori

ng.jp/

全国(木材加工)



付属資料 2

129

2.地方団体

(1)素材生産団体
団体名 認定団体

識別記号

所在地 電話・FAX番号 URL 区分

札幌地方素材生産

事業協同組合

札素連 〒060-0004

北海道札幌市中央区北 4条西

5丁目 1番北海道林業会館内

TEL：011-221-5148

FAX：011-261-7626

(素材生

産・原木

流通)

帯広地方素材生産

事業協同組合

帯素生 〒080-0810

北海道帯広市東10条南8丁目

1-21帯広林業会館内

TEL：0155-22-2108

FAX：0155-22-2108

(素材生

産・原木

流通)

青森県森林整備事

業協同組合

青森整 〒030-0955

青森県知見青森市大字駒込字

桐ノ沢129-1

TEL：017-743-5411

FAX：017-743-5410

http://www.jomon.ne

.jp/~shinrin/

(素材生

産・原木

流通)

岩手県素材流通協

同組合

素流協 〒020-0024

岩手県盛岡市菜園1丁目3番6

号農林会館内

TEL：019-654-7227

FAX：019-654-8533

(素材生

産・原木

流通)

宮城県素材生産協

同組合

宮素協

022

〒981-0908

宮城県仙台市青葉区東照宮 1

丁目 8-8宮城県木材会館内

TEL：022-233-9777

FAX：022-233-9776

(素材生

産・原木

流通)

秋田県素材生産事

業協同組合連合会

秋田素生

連

〒010-0011

秋田県秋田市南通亀の町6-40

TEL：018-837-0051

FAX：018-837-0057

http://www7.ocn.ne.

jp/~asozai/index.ht

ml

(素材生

産・原木

流通)

山形県素材生産組

合連合会

山形県素

生連

〒999-0045

山形県桜町 2-35

TEL：023-633-1536

FAX：023-624-0804

http://www.mokusank

yo.com

(素材生

産・原木

流通)

群馬県素材生産流

通協同組合

群馬素生

協

〒370-1406

群馬県藤岡市浄法寺 530

TEL：0274-50-3311

FAX：0274-50-3312

http://www7.ocn.ne.

jp/~sosei123/

(素材生

産・原木

流通)

長野県木材協同組

合連合会素材生産

部会

長野県木

連

〒380-0936

長野県長野市岡田町 30-16

TEL：026-226-1471

FAX：026-228-0580

http://www.logos.co

.jp/kenmokuren

(素材生

産・原木

流通)

岡山県北部素材生

産協同組合

岡山素材

協

〒719-3203

岡山県真庭市富尾 1番地真庭

木材市売㈱内

TEL：0867-42-0602

FAX：0867-42-2600

(素材生

産・原木

流通)

高知県素材生産業

協同組合連合会

高素連 〒780-0801

高知県高知市小倉町 2番 8号

TEL：088-883-8504

FAX：088-884-5868

(素材生

産・原木

流通)

宮崎県造林素材生

産事業協同組合連

合会

宮崎県素

生連

〒880-0805

宮崎市橘通東1-11-1林業会館

4階

TEL：0985-31-6338

FAX：0985-31-6418

(素材生

産・原木

流通)
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(2)森林組合
団体名 認定団体

識別記号

所在地 電話・FAX番号 URL 区分

北海道森林

組合連合会

道森連 〒060-0002

北海道札幌市中央区北二条西 19丁

目 1-9

TEL：011-621-4293

FAX：011-644-3707

http://www.doshin

ren.or.jp

北海道(素材生

産・原木流通)

岩手県森林

組合連合会

岩森合認 〒020-0021

岩手県盛岡市中央通り3-15-17

TEL：019-654-4411

FAX：019-654-4420

http://www.echna.

ne.jp/~iwamori1/

岩手県(素材生

産・原木流通)

宮城県森林

組合連合会

宮森合認 〒980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉 2-4-46

TEL：022-225-5991

FAX：022-225-5994

http://www.miyamo

ri.or.jp

宮城県(素材生

産・原木流通)

山形県森林

組合連合会

山森連認 〒990-2339

山形県山形市成沢西 4-9-32

TEL：023-688-8100

FAX：023-688-8103

http://www.koueki

-y.com/index.html

山形県(素材生

産・原木流通)

茨城県森林

組合連合会

茨森号認 〒310-0011

茨城県水戸市三の丸1-3-2

TEL：029-225-2021

FAX：029-225-2023

http://www.iba-mo

ri.or.jp

茨城県(素材生

産・原木流通)

栃木県森林

組合連合会

栃木県森連 〒320-0046

栃木県宇都宮市西一の沢町8-22

TEL：028-637-1450

FAX：028-637-1454

http://www.tochim

ori.or.jp/

栃木県(素材生

産・原木流通)

群馬県森林

組合連合会

群森合認 〒379-2153

群馬県前橋市上大島町 182-20 県森

連会館

TEL：027-261-0615

FAX：027-261-0697

http://www.gunmor

i.or.jp

群馬県(素材生

産・原木流通)

千葉県森林

組合連合会

千葉県森林組

合連合会

〒260-0854

千葉県千葉市中央区長洲 1-15-7

TEL：043-227-8231

FAX：047-227-8235

千葉県(素材生

産・原木流通)

新潟県森林

組合連合会

新森合認 〒951-8053

新潟県新潟市川端町 2-9

TEL：025-223-6491

FAX：025-224-8398

http://www.n-mori

ren.com/

新潟県(素材生

産・原木流通)

石川県森林

組合連合会

石森合認 〒920-0209

石川県金沢市東蚊爪町 1-23-1

TEL：076-237-0121

FAX：076-237-6004

http://www.sinrin

.nsft.co.jp/ishik

awamorirenhp/inde

x.htm

石川県(素材生

産・原木流通)

福井県森林

組合連合会

福森連 〒918-8567

福井県福井市江端町 20-1

TEL：0776-38-0345

FAX：0776-38-0379

http://www.fukuim

oriren.jp/

福井県(素材生

産・原木流通)

三重県森林

組合連合会

三森合認 〒514-0003

三重県津市桜橋 1-104

TEL：059-227-7355

FAX：059-226-9257

http://www.za.ztv

.ne.jp/msr

三重県(素材生

産・原木流通)

京都府森林

組合連合会

京森合認 〒604-8424京都市中京区西ノ京樋ノ

口町123

TEL：075-841-1030

FAX：075-841-1080

http://www.kyoto-

shinrin.or.jp/

京都府(素材生

産・原木流通)

和歌山県森

林組合連合

会

和森合認 〒640-8281

和歌山県和歌山市湊通り丁南4-18

TEL:073-424-4351

FAX:073-426-0957

http://www.kisyu-

zai.com/kyougikai

.html

和歌山県(素材

生産・原木流通)

岡山県森林

組合連合会

岡森合認 〒700-0866

岡山県岡山市岡南町 2-5-10

TEL：086-222-7671

FAX：086-224-2655

http://www.okmori

ren.or.jp

岡山県(素材生

産・原木流通)

広島県森林

組合連合会

広森合認 〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀 8-23

TEL：082-228-5111

FAX：082-223-5283

http://www.hirosh

ima-moriren.or.jp

広島県(素材生

産・原木流通)

山口県森林

組合連合会

山森合認 〒753-0048

山口県山口市駅通り2-4-17

TEL：083-922-1955

FAX：083-922-1979

http://www.ykensh

in.or.jp

山口県(素材生

産・原木流通)

愛媛県森林

組合連合会

愛森連合認 〒790-8582

愛媛県松山市三番町 4-4-1

TEL：089-941-0164

FAX：089-941-0550

http://www.aimori

.jp

愛媛県(素材生

産・原木流通)

高知県森林

組合連合会

高森合認 〒780-0870 高知市本町 4-1-35 TEL：088-822-5101

FAX：088-822-5174

http://www.sinren

39.or.jp

高知県(素材生

産・原木流通)

福岡県森林

組合連合会

福岡森連合認 〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神 3-10-25

TEL：092-712-2171

FAX：092-721-9676

http://www.fukuok

a-moriren.org

福岡県(素材生

産・原木流通)

熊本県森林

組合連合会

熊森連認定 〒862-0975

熊本県熊本市新屋敷 1-5-4

TEL：096-362-3291

FAX：096-362-3230

http://www.kumamo

ri.or.jp

熊本県(素材生

産・原木流通)

大分県森林

組合連合会

大森連合認 〒870-0844

大分県大分市大字古国府字内山

1337-20

TEL：097-545-5133

FAX：097-543-2491

http://ww61.tiki.

ne.jp/~moriren

大分県(素材生

産・原木流通)

宮崎県森林

組合連合会

宮森合認 〒880-0805

宮崎県宮崎市橘通り東1-11-1

TEL：0985-25-5133

FAX：0985-27-5910

http://www.morito

hito.or.jp/

宮崎県(素材生

産・原木流通)

鹿児島県森

林組合連合

会

鹿森合認 〒892-0816

鹿児島県鹿児島市山下町 9-15

TEL：099-0226-9471

FAX：090-223-5483

http://www.kamori

ren.or.jp/

鹿児島県(素材

生産・原木流通)
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北海道木材産業

協同組合連合会

道木連 〒060-0004

北海道札幌市中央区北四条西5丁目

-1林業会館

TEL：011-251-0683

FAX：011-251-0684

http://www.woodpl

aza.or.jp/

北海道(木材

全般)

青森県木材協同

組合

青森県木協 〒030-0151

青森県青森市大字高田字川瀬 104-1

TEL：017-739-8761

FAX：017-739-8749

http://www.aomori

hiba.jp/

青森県(木材

全般)

岩手県木材産業

協同組合

岩木産協 〒020-0024

岩手県盛岡市菜園 1-3-6農林会館5

階

TEL：019-624-2141

FAX：019-652-1018

http://www.ginga.

or.jp/iwatemoku/

岩手県(木材

全般)

宮城県木材協同

組合

宮城県木協 〒981-0908

宮城県仙台市青葉区東照宮 1-8-8

TEL：022-233-2883

FAX：022-275-4936

http://www.mni.ne

.jp/~miyagi_wood/

宮城県(木材

全般)

秋田県木材産業

協同組合連合会

秋田県木連

合法

〒010-0003

秋田県秋田市東通 2-7-35

TEL：018-837-8091

FAX：018-837-8093

http://homepage2.

nifty.com/kenmoku

ren/

秋田県(木材

全般)

山形県木材産業

協同組合

山形県木産

協

〒990-0045

山形県山形市桜町 2-35林業会館

TEL：023-633-1536

FAX：023-624-0804

http://www.mokusa

nkyo.com/

山形県(木材

全般)

福島県木材協同

組合連会

福島県木連 〒960-8043

福島県福島市中町 5-18林業会館

TEL：024-523-3307

FAX：024-521-1308

http://www.fmokur

en.jp/

福島県(木材

全般)

茨城県木材協同

組合連合会

合法茨城県

木連

〒310-0011

茨城県水戸市三の丸1-3-2林業会館

TEL：029-227-3356

FAX：029-221-8973

http://www.wood-i

baraki.jp/

茨城県(木材

全般)

栃木県木材業協

同組合連合会

栃木県木協

連

〒321-2118

栃木県宇都宮市新里町丁 277 番地1

TEL：028-652-3687

FAX：028-652-1046

http://www.tochig

inoki.com/

栃木県(木材

全般)

(社)群馬県木材

組合連合会

群馬県木連 〒379-2131

群馬県前橋市西善町 524-1

TEL：027-266-8220

FAX：027-266-8223

http://www2.gunma

net.or.jp/wood/

群馬県(木材

全般)

(社)埼玉県木材

協会

埼玉県木協

合法

〒336-0063

埼玉県さいたま市浦和区高砂

1-14-13

TEL：048-822-2568

FAX：048-824-0720

http://www.mokkyo

-saitama.jp/

埼玉県(木材

全般)

(中)千葉県木材

振興協会

ちばの木 〒283-0823

千葉県東金市山田 800

TEL：0475-53-2611

FAX：0475-53-2000

http://www.woody-

chiba.jp/

千葉県(木材

全般)

神奈川県木材業

協同組合連合会

神奈川県木

連

〒231-0033

神奈川県横浜市中区長者町 9-149

TEL：045-261-3731

FAX：045-251-4891

http://www.mmjp.o

r.jp/KENMOKU/

神奈川県(木

材全般)

山梨県木材協同

組合連合会

山梨県産材

認証センタ

－

〒400-0047

山梨県甲府市徳行4-11-20

TEL：0552-28-7339

FAX：055-222-7703

http://www11.ocn.

ne.jp/~mokuren/

山梨県(木材

全般)

(社)東京都木材

団体連合会

都木連 〒135-0033

東京都江東区深川 2-5-11木材会館

TEL：03-3630-9777

FAX：03-3630-9779

http://homepage3.

nifty.com/tomokur

en/

東京都(木材

全般)

新潟県木材組合

連合会

新潟県木連 〒950-0072

新潟県新潟市竜ケ島1-7-13木材会

館

TEL：025-245-0733

FAX：025-243-5475

新潟県(木材

全般)

富山県木材組合

連合会

富山県木連 〒930-0096

富山県富山市舟橋北町 4-19森林水

産会館

TEL：0764-32-5057

FAX：076-441-8468

富山県(木材

全般)

石川県木材組合

連合会

合法石木連 〒920-0211

石川県金沢市湊 2-118-15

TEL：0762-38-7746

FAX：076-238-7725

石川県(木材

全般)

福井県木材組合

連合会

福井合 〒918-8114

福井県福井市羽水 3-110 木材会館

TEL：0776-35-5663

FAX：0776-35-7212

http://www.surfbo

ard.co.jp/kenmoku

ren/

福井県(木材

全般)

長野県木材協同

組合連合会

長野県木連 〒380-8567

長野県長野市岡田町30-16林業ｾﾝﾀ-

内 3階 301 号室

TEL：026-226-1471

FAX：026-228-0580

http://www.logos.

co.jp/kenmokuren/

長野県(木材

全般)

岐阜県木材協同

組合連合会

岐阜県木連 〒500-8356

岐阜県岐阜市六条江東2-5-6ぎふ森

林文化センタ-

TEL：058-271-9941

FAX：058-272-3858

http://www.gifu-m

okuzai.jp/

岐阜県(木材

全般)

静岡県木材協同

組合連合会

静岡県木連 〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9-6県庁西

館 9階

TEL：054-252-3168

FAX：054-251-3483

http://www2.wbs.n

e.jp/~smokuren/

静岡県(木材

全般)

(社)愛知県木材

組合連合会

愛知県木連 〒460-0017

愛知県名古屋市中区松原 2-18-10

TEL：052-331-9386

FAX：052-322-3376

http://www7.ocn.n

e.jp/~kenmoku/

愛知県(木材

全般)

三重県木材組合

連合会

三重県木連 〒514-0003

三重県津市桜橋 1-104 林業会館

TEL：059-228-4715

FAX：059-226-0679

http://www.inetmi

e.or.jp/~mokuren/

三重県(木材

全般)

滋賀県木材協会 滋木協 〒520-0801

滋賀県大津市鳰の浜4-1-20林業会

館内

TEL：077-524-3827

FAX：077-522-4258

http://www.biwa.n

e.jp/~s-mokkyo/

滋賀県(木材

全般)

(社)京都府木材

組合連合会

18京木連 〒604-8414

京都府京都市中京区西ノ京小倉町1

TEL：075-802-2991

FAX：075-811-2593

http://web.kyoto-

inet.or.jp/org/k-

fumoku/

京都府(木材

全般)
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(社)大阪府木材

連合会

大阪府木連 〒550-0013

大阪府大阪市西区新町 3-6-9

TEL：06-6538-7524

FAX：06-6531-9184

http://www.wood.j

p/osaka/

大阪府(木材

全般)

兵庫県木材業協

同組合連合会

兵庫県木連 〒650-0012

兵庫県神戸市中央区北長狭通

5-5-18林業会館

TEL：078-371-0607

FAX：078-371-7662

http://www1.odn.n

e.jp/hyogomokuren

/

兵庫県(木材

全般)

奈良県木材協同

組合連合会

奈木連 〒634-0804

奈良県橿原市内膳町 5-5-9

TEL：0744-22-6281

FAX：0744-24-4587

奈良県(木材

全般)

和歌山県木材協

同組合連合会

和木連 〒641-0036

和歌山県和歌山市西浜 1660和歌山

木材会館

TEL：073-446-0592

FAX：073-444-0498

和歌山県(木

材全般)

鳥取県木材協同

組合連合会

鳥木連 〒680-0022

鳥取県鳥取市西町 1-118

TEL：0857-22-3633

FAX：0857-27-4427

鳥取県(木材

全般)

(社)島根県木材

協会

18島木協 〒690-0886

島根県松江市母衣町 55島根県林業

会館3階

TEL：0852-21-3852

FAX：0852-26-7087

http://www.shima-

mokuzai.jp/

島根県(木材

全般)

(社)岡山県木材

組合連合会

岡木連認 〒700-0902

岡山県岡山市錦町 1-8

TEL：086-231-6677

FAX：086-232-7549

http://www.kaitek

i-kinoie.or.jp/ok

a_mokuren/

岡山県(木材

全般)

(社)広島県木材

組合連合会

広島県木連 〒734-0014

広島県広島市南区宇品西 4-1-45

TEL：082-253-1433

FAX：082-255-6175

http://www.mokure

n.org/

広島県(木材

全般)

(社)山口県木材

協会

山口木協合

法

〒753-0074

山口県山口市中央 4-5-16商工会館

2階

TEL：083-922-0157

FAX：083-925-6057

http://www.mokkyo

u.or.jp/

山口県(木材

全般)

徳島県木材協同

組合連合会

〒770-8001

徳島県徳島市津田海岸町 5-13

TEL：088-662-2521

FAX：088-662-2224

http://www.tk2.nm

t.ne.jp/~kenmokur

en/

徳島県(木材

全般)

(社)香川県木材

協会

香川県木協 〒761-8031

香川県高松市郷東町字乾新開

796-71

TEL：087-881-9343

FAX：087-881-9338

http://www1a.bigl

obe.ne.jp/k-mokky

o/

香川県(木材

全般)

(社)愛媛県木材

協会

愛媛県木連 〒790-0065

愛媛県松山市宮西 1-5-11愛媛県宮

西ビル2階

TEL：089-924-3603

FAX：089-924-3610

http://www.ehimew

oodpage.com/

愛媛県(木材

全般)

(社)高知県木材

協会

高知県木材

協会

〒780-0801

高知県高知市小倉町 2-8

TEL：088-883-6721

FAX：088-994-1697

http://www.infory

oma.or.jp/kenmoku

/

高知県(木材

全般)

(社)福岡県木材

組合連合会

福岡県木連 〒812-0032

福岡県福岡市博多区石城町 12-5木

材会館

TEL：092-262-0651

FAX：092-262-0654

http://homepage2.

nifty.com/fukumok

uren/index.htm/

福岡県(木材

全般)

佐賀県木材協会 佐木連合認 〒840-0027

佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 278-4

森林会館

TEL：0952-23-6181

FAX：0952-29-2187

http://www.geocit

ies.jp/sagamokuky

o/

佐賀県(木材

全般)

(社)長崎県木材

組合連合会

長崎県18合

認

〒850-0063

長崎県長崎市飽の浦町5-3菱興ビル

6階

TEL：095-832-1388

FAX：095-861-5153

長崎県(木材

全般)

(社)熊本県木材

協会連合会

熊木連認定 〒862-0954

熊本県熊本市神水1-11-14熊本県木

材利用普及研修センタ－

TEL：096-382-7919

FAX：096-382-7893

http://www.kumamo

tonoki.com

熊本県(木材

全般)

大分県木材協同

組合連合会

大分県木連 〒870-0004

大分県大分市王子港町 1-17

TEL：097-532-7151

FAX：097-537-8441

http://www.oitake

nmoku.jp/

大分県(木材

全般)

宮崎県木材協同

組合連合会

宮木連 〒880-0805

宮崎県宮崎市橘通東 1-11-1

TEL：0985-24-3400

FAX：0985-27-3590

http://www.mnet.n

e.jp/~mlumber/

宮崎県(木材

全般)

(社)鹿児島県林

材協会連合会

鹿林材連 〒891-0115

鹿児島県鹿児島市東開町 3-2

TEL：099-260-5356

FAX：099-268-1000

http://www.k-wood

.com/

鹿児島県(木

材全般)

(社)沖縄県木材

協会

沖木協 〒900-0033

沖縄県那覇市久米 2-2-10那覇商工

会議所4階

TEL：098-868-3656

FAX：098-863-6431

http://www.okimok

u.or.jp/

沖縄県(木材

全般)



付属資料2

3. 合法木材供給認定事業体
Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号

1 日合商 東京S-0001 松原産業㈱ 北海道 夕張郡栗山町中央1丁目

2 日合商 北海道-0001 ㈱黒川ベニヤ商会 北海道 旭川市流通団地2条2丁目26
3 日合商 北海道-0002 池内ベニヤ㈱ 北海道 日高郡新ひだか町静内木場町1丁目1番22号
4 日合商 北海道-0003 ㈱東洋物産 北海道 札幌市東区北36条東29丁目14-20

5 日合商 北海道-0004 広葉樹合板㈱ 北海道 旭川市永山町7丁目7番地の2
6 日合商 北海道-0005 ホ-ムインサル㈱ 北海道 江別市工栄町11番地1号
7 日合商 北海道-0006 ㈱丹波屋 北海道 札幌市東区北6条東2丁目
8 日合商 北海道-0007 マルカ北海化成㈱ 北海道 札幌市白石区菊水8条4丁目2番44号

9 日合商 北海道-0008 ㈱丸昇八田 北海道 札幌市豊平区豊平4条7丁目3番7号
10 日合商 北海道-0009 ㈱アオバボ-ド 北海道 函館市西桔梗町864-3
11 日合商 北海道-0010 ㈱中野銘木店 北海道 旭川市永山町8丁目
12 日合商 北海道-0011 オ-・ジ-㈱ 北海道 札幌市豊平区月寒西1条11丁目2番6号

13 日合商 北海道-0012 齋藤商事㈱ 北海道 札幌市白石区米里2条4丁目5番22号
14 日合商 北海道-0013 西條産業㈱ 北海道 小樽市有幌町2番16号
15 NPC ＮＰＣ（認）第

0006号
㈱丸定本社工場 北海道 札幌市白石区米里1条4丁目3番5号

16 NPC ＮＰＣ（認）第
0025号

㈱ヒオキ 北海道 帯広市西25条北1丁目3-6

17 全木連 全木連第01号 北海道木材産業協同組合連合会 北海道 札幌市中央区北四条西5丁目林業会館 011-251-0683
18 全天連 全天連第021号 空知単板工業（株） 北海道 赤平市平岸西町3-12 0125(37)2211

19 全天連 全天連第047号 北海道北三（株）千歳単板工場 北海道 札幌市西区発寒7条11丁目5-21 011(664)3200
20 全天連 全天連第090号 滝澤ベニヤ（株） 北海道 芦別市野花南町1000 01242(7)3111
21 全天連 全天連第112号 （有）ツキ板丸和 北海道 滝川市朝日町西1-7-2 025(274)0522

22 全天連 全天連第150号 (株)トム・ティンバ- 北海道 札幌市中央区南二条東6-2-1 011(242)0882
23 全森連 全森合認01号 北海道森林組合連合会 北海道 札幌市中央区北二条西19丁目1-9 011-621-4293
24 全素協 全素協-011 札幌地方素材生産事業協同組合 北海道 札幌市中央区北4条西5丁目1番地北海道林業会

館201
011-221-5148

25 全素協 全素協-155 帯広地方素材生産事業協同組合 北海道 帯広市東10条南8丁目1-21帯広林業会館 0155-22-2108
26 日本複合床板 16 札鶴ベニア(株)コイトイ工場 北海道 白糠郡白糠町コイトイ27-3 0154-5-2136
27 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 2 岡田木材(株) 北海道 上磯郡知内町字重内4番地 01392-5-5580
28 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 3 北日本木材工業(株) 北海道 空知郡上富良野町大町5丁目 0167-45-3111

29 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 15 北海道パ-ケット工業(株) 北海道 北斗市七重浜7-3-1 0138-49-5871
30 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 16 松原産業(株) 北海道 夕張郡栗山町中央1-1-1 01237-2-1223
31 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 17 (株)夕張フロ-リング製作所 北海道 夕張市紅葉山251-3 0123-58-2211
32 日合連 JPMA06-101 丸玉産業㈱津別工場 北海道 網走郡津別町字新町7番地

33 日合連 JPMA06-102 丸玉産業㈱達美工場 北海道 網走郡津別町字達美162番地
34 日集協 12 新宮パネル工業㈱ 北海道 小樽市銭函2-32-1 0134-62-2011
35 日集協 19 渡辺木材工業㈱ 北海道 苫前郡羽幌町緑町52 01646-2-2181
36 日集協 28 蝦名林業㈱ 北海道 深川市納内町2-4-11 0164-24-2011

37 日集協 38 伊藤組木材㈱ 北海道 石狩市新港南2-725-1(札幌臨港工場団地） 0133-64-4113
38 日集協 40 松原産業㈱芦別集成材工場 北海道 芦別市上芦別町79-1 01242-2-4331
39 日集協 41 昭和木材㈱ 北海道 旭川市二条通23丁目右1号 0166-31-4781
40 日集協 79 北厚林業㈱ 北海道 沙流郡門別町字厚賀町67 01456-5-2725

41 道木連 道木連第001号 大浦木材㈱ 北海道 白老郡白老町末広町1-5-27 0144-82-2127
42 道木連 道木連第002号 ㈱丸八木材店南幌事業所 北海道 空知郡南幌町南10線西14号南幌晩翠工業団地 011-378-0880
43 道木連 道木連第003号 鬼頭木材工業㈱ 北海道 苫小牧市晴海町37番地 01452-55-2641

44 道木連 道木連第004号 北海道ヨシモト㈱平取工場 北海道 沙流郡平取町振内町64番5 01457-3-3511
45 道木連 道木連第005号 鬼頭木材工業㈱様似工場 北海道 様似郡様似町西町65番地 0146-36-2025
46 道木連 道木連第006号 三津橋産業㈱札幌支店 北海道 石狩市花川東97番地1 0133-74-2311
47 道木連 道木連第007号 ㈱丹治秀工業 北海道 千歳市駒里2211-1 0123-22-6220

48 道木連 道木連第008号 山田木材産業㈱ 北海道 日高郡新ひだか町三石歌笛165番地 0146-35-3316
49 道木連 道木連第009号 ㈱ヨシダ 北海道 苫小牧市あけぼの町3丁目4番7号 0144-55-0830
50 道木連 道木連第010号 北野木材㈱ 北海道 赤平市百戸町東1丁目1番地 0125-32-4131
51 道木連 道木連第011号 浦河製材㈱ 北海道 浦河郡浦河町堺町東4丁目2番9号 0146-22-2646

52 道木連 道木連第012号 ㈱ニチモク林産北海道由仁工場 北海道 夕張郡由仁町字熊本521番地 0123-86-2086
53 道木連 道木連第013号 松原産業㈱ 北海道 夕張郡栗山町中央1丁目1 0123-72-1223
54 道木連 道木連第014号 札幌地方木材林産協同組合連合

会
北海道 札幌市中央区北4条西5丁目1 011-251-3913

55 道木連 道木連第015号 賀集産業㈱ 北海道 日高郡新ひだか町静内海岸町1丁目3番16号 0146-42-1571
56 道木連 道木連第016号 丹治林業㈱ 北海道 苫小牧市植苗196番地 0144-55-1111
57 道木連 道木連第017号 西尾木材㈱苫小牧工場 北海道 苫小牧市晴海町35番地 0166-55-6038
58 道木連 道木連第018号 ㈱北成中林 北海道 札幌市東区北23条東15丁目5-26昌栄堂ﾋﾞﾙ2Ｆ 011-712-5330

59 道木連 道木連第019号 伊藤組木材㈱ 北海道 石狩市新港南2丁目725-1 0133-64-4111
60 道木連 道木連第020号 谷崎木材産業㈱製材工場 北海道 沙流郡日高町富川西8丁目 01456-2-1000
61 道木連 道木連第021号 北海道木材市場協同組合 北海道 札幌市北区篠路町上篠路7番地8 011-775-7755
62 道木連 道木連第022号 辻木材㈱ 北海道 余市郡赤井川村赤井川405 0135-34-6011

63 道木連 道木連第023号 旭産業㈲ 北海道 赤平市平岸東町6丁目7 0125-38-8216
64 道木連 道木連第024号 矢田木材㈱ 北海道 芦別市上芦別町517番地11 0124-22-8797
65 道木連 道木連第025号 ㈱小玉 北海道 苫小牧市栄町2丁目2番10号 0144-36-1166

66 道木連 道木連第026号 日高森づくり協同組合 北海道 様似郡様似町西町65番地 0146-36-2064
67 道木連 道木連第027号 昭和マテリアル㈱ 北海道 岩見沢市上幌向町542-7 0126-26-3636
68 道木連 道木連第028号 蝦名林業㈱札幌支店 北海道 札幌市白石区米里1条2丁目7番4 011-873-7171
69 道木連 道木連第029号 東邦木材㈱札幌支店 北海道 札幌市手稲区曙2条3丁目 011-685-7231

70 道木連 道木連第030号 ニチモクパレット㈱白老工場 北海道 白老郡白老町北吉原181 0144-83-2772
71 道木連 道木連第031号 門別木材産業㈱ 北海道 沙流郡日高町門別本町58番地 01456-2-6006
72 道木連 道木連第032号 節婦木材工業㈲ 北海道 新冠郡新冠町本町73番地 01464-7-2171
73 道木連 道木連第033号 吉田木材㈱ 北海道 名寄市字徳田110番地 01654-2-5312

74 道木連 道木連第034号 江野木材工業㈱ 北海道 苫前郡羽幌町緑町57番地 0164-62-1106
75 道木連 道木連第035号 水上木材㈱ 北海道 旭川市西神楽一線14号256-3 0166-75-6111
76 道木連 道木連第036号 山田木材工業㈱ 北海道 旭川市東鷹栖東2条4丁目 0166-57-2017
77 道木連 道木連第037号 深川林産㈱ 北海道 深川市納内町2丁目4-10 0164-24-3171

78 道木連 道木連第038号 蝦名林業㈱ 北海道 深川市納内町2丁目4-11 0164-24-2011
79 道木連 道木連第039号 愛別ベニヤ工業㈱ 北海道 上川郡愛別町東町156番地 01658-6-5136
80 道木連 道木連第040号 忠津木材㈱チップ工場 北海道 苫前郡苫前町興津140-2 0164-64-2244
81 道木連 道木連第041号 ㈱下川木工場 北海道 上川郡下川町南町116番地 01655-4-2548

82 道木連 道木連第042号 三津橋農産㈱名寄工場 北海道 名寄市徳田139番地 01654-3-0502
83 道木連 道木連第043号 三津橋農産㈱北町工場 北海道 上川郡下川町北町250番地 01655-4-2194

所在地

(2006年3月現在)
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Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号所在地

84 道木連 道木連第044号 上坂木材㈱ 北海道 上川郡東川町北町12丁目26番地1 0166-82-0700
85 道木連 道木連第045号 東邦木材工業㈱ 北海道 士別市朝日町中央4021番地 0165-28-2316
86 道木連 道木連第046号 北日本木材㈱ 北海道 旭川市東8条8丁目1-32 0166-24-1276

87 道木連 道木連第047号 ㈱三和 北海道 士別市西2条21丁目 0165-23-5201
88 道木連 道木連第048号 三津橋産業㈱士別工場 北海道 士別市西1条21丁目471番地 0165-23-5271
89 道木連 道木連第049号 道北ハウジングシステム協同組

合
北海道 士別市西3条20丁目 0165-22-1019

90 道木連 道木連第050号 岩寺木材産業㈱ 北海道 雨竜郡沼田町旭町1丁目2-10 0164-35-2146
91 道木連 道木連第051号 北都物産㈱ 北海道 留萌市高砂町3丁目6番1号 0164-42-0770
92 道木連 道木連第052号 昭和木材㈱製材工場 北海道 上川郡東川町西町10丁目1-3 0166-68-4545

93 道木連 道木連第053号 昭和木材㈱加工工場 北海道 上川郡東川町西町10丁目1-3 0166-82-7477
94 道木連 道木連第054号 留萌地区間伐材生産加工協同組

合
北海道 苫前郡苫前町古丹別186番地 0164-65-3306

95 道木連 道木連第055号 谷口木材㈱ 北海道 中川郡美深町東6条北1丁目293 01656-2-1068

96 道木連 道木連第056号 ㈱山田木工場 北海道 旭川市1条通21丁目右8号 0166-31-3101
97 道木連 道木連第057号 協同組合やすら樹士別 北海道 士別市下士別町45線東1号 01652-9-2552
98 道木連 道木連第058号 ㈱アサノ旭川支店 北海道 旭川市緑町17丁目 0166-51-4114
99 道木連 道木連第059号 美深林産協同組合 北海道 中川郡美深町南町30番地の7 01656-2-1775

100 道木連 道木連第060号 ㈲滝田木材 北海道 上川郡美瑛町美瑛原野221-76 0166-92-4465
101 道木連 道木連第061号 麻生木材工業㈱ 北海道 旭川市永山町11丁目36番地 0166-47-4111
102 道木連 道木連第062号 三津橋農産㈱二の橋工場 北海道 上川郡下川町二の橋504-1 01655-4-2554
103 道木連 道木連第063号 協同組合ウッデイしもかわ集成

材工場
北海道 上川郡下川町緑町289-1 01655-4-2131

104 道木連 道木連第064号 ㈱道北ミツハシ 北海道 中川郡音威子府村音威子府503-2 01656-5-3211
105 道木連 道木連第065号 三津橋産業㈱旭川支店 北海道 旭川市永山町3条8丁目1-9 0166-47-1461
106 道木連 道木連第066号 三津橋産業㈱ 北海道 士別市西1条21丁目471番地 0165-23-5271

107 道木連 道木連第067号 ㈱ニチモク林産北海道下川工場 北海道 上川郡下川町北町69 01655-4-2130
108 道木連 道木連第068号 ㈱ニチモク林産北海道旭川工場 北海道 旭川市パルプ町505番地の1 0166-23-0261
109 道木連 道木連第069号 大雪林業㈱ 北海道 旭川市永山町10丁目74番地 0166-40-0633

110 道木連 道木連第070号 旭川林産協同組合 北海道 旭川市永山町10丁目74番地 0166-46-0661
111 道木連 道木連第071号 ㈱ノムラ 北海道 旭川市神楽3条2丁目2-9 0166-61-3611
112 道木連 道木連第072号 三津橋産業㈱島の下工場 北海道 富良野市島ノ下 0167-22-4215
113 道木連 道木連第073号 三津橋産業㈱幌加内工場 北海道 雨竜郡幌加内町字雨煙内4765-3 0165-35-2334

114 道木連 道木連第074号 ㈱岩間木材店 北海道 上川郡東川町南町2丁目15-1 0166-82-2221
115 道木連 道木連第075号 旭川地方原木市協同組合連合会 北海道 旭川市永山町10丁目74番地 0166-46-0753
116 道木連 道木連第076号 北海カラマツ加工企業組合 北海道 空知郡上富良野町江花 0167-45-5460
117 道木連 道木連第077号 朝日林産工業㈱ 北海道 士別市朝日町中央4032番地 0165-28-2316

118 道木連 道木連第078号 北空知木材工業㈱音江工場 北海道 深川市音江町字音江1-1 0164-25-1315
119 道木連 道木連第079号 ㈱旭友興林 北海道 旭川市神楽4条5丁目1-32 0166-61-1426
120 道木連 道木連第080号 山栄産業㈱ 北海道 枝幸郡浜頓別町下頓別 01634-5-6218
121 道木連 道木連第081号 ㈱木村林業 北海道 枝幸郡歌登町桧垣町136-16 0163-68-2236

122 道木連 道木連第082号 北村林業㈱ 北海道 旭川市6条西5丁目1-7 0166-22-7515
123 道木連 道木連第083号 ㈲三和林業 北海道 留萌市高砂町3丁目6番1号 0164-42-0770
124 道木連 道木連第084号 岡崎林業㈲ 北海道 枝幸郡歌登志美宇丹3771-4 0163-64-1160
125 道木連 道木連第085号 忠榮産業㈱ 北海道 留萌市開運町2丁目4-25 0164-42-0867

126 道木連 道木連第086号 朝日大岡産業㈱ 北海道 士別市朝日町中央4022 0165-28-2306
127 道木連 道木連第087号 東邦木材㈱第一工場 北海道 旭川市永山町6丁目1-10 0166-48-3021
128 道木連 道木連第088号 上川中部森林整備事業協同組合 北海道 上川郡東川町南町2丁目2-11 0166-68-4855
129 道木連 道木連第089号 旭東林産協同組合 北海道 上川郡東川町南町2丁目2-11 0166-68-4855

130 道木連 道木連第090号 上士別林業㈱ 北海道 士別市上士別町16線南4番地 01652-4-2315
131 道木連 道木連第091号 上川北部森づくり協同組合 北海道 中川郡美深町南町30番地の7 01656-2-3770
132 道木連 道木連第092号 ㈲ミドリ製材 北海道 上川郡下川町緑町23番地 01655-4-2558

133 道木連 道木連第093号 ㈱市村組 北海道 上川郡下川町旭町121番地 01655-4-2588
134 道木連 道木連第094号 協同組合ウッディあさひかわ 北海道 旭川市西神楽1線24号 0166-74-2034
135 道木連 道木連第095号 南富良野木材産業㈱ 北海道 空知郡南富良野町幾寅 0167-52-2121
136 道木連 道木連第096号 当麻林産協同組合 北海道 上川郡当麻町4条西3丁目17-19 0166-84-4185

137 道木連 道木連第097号 山本木材㈱ 北海道 富良野市山部東19線2254番地 0167-42-2321
138 道木連 道木連第098号 阿寒木材㈱ 北海道 網走郡津別町相生46番地 0152-78-2111
139 道木連 道木連第099号 訓子府木材産業協同組合 北海道 常呂郡訓子府町字弥生116番地 0157-52-3021
140 道木連 道木連第100号 丸高産業㈱ 北海道 紋別郡遠軽町丸瀬布天神町54番地 0157-47-3307

141 道木連 道木連第101号 野村木材工業㈱ 北海道 北見市留辺蘂町旭中央32番地 0157-42-2266
142 道木連 道木連第102号 協同組合ウッディハウスおけと 北海道 常呂郡置戸町字中里9-1 0157-53-2216
143 道木連 道木連第103号 北見チップ㈱ 北海道 北見市相内町214番地 0157-37-2107
144 道木連 道木連第104号 協同組合オホ-ツクウッドピア 北海道 北見市留辺蘂町旭東11番地 0157-67-2323

145 道木連 道木連第105号 北見第一木材㈱ 北海道 北見市東相内町675番地の3 0157-36-2421
146 道木連 道木連第106号 江本木材産業㈱ 北海道 紋別郡滝上町サクル-原野基線5番地 0158-29-2102
147 道木連 道木連第107号 佐藤木材工業㈱ 北海道 紋別市上渚滑町4丁目 0158-25-2031
148 道木連 道木連第108号 ㈱佐藤製材工場 北海道 斜里郡斜里町字中斜里18番地29 0152-23-2158

149 道木連 道木連第109号 扶桑林業㈱ 北海道 北見市ひかり野5丁目1番地の4 0157-24-6334
150 道木連 道木連第110号 札鶴ベニヤ㈱本社工場 北海道 斜里郡清里町札弦町40番地 01522-6-2211
151 道木連 道木連第111号 北見木材㈱ 北海道 紋別郡遠軽町丸瀬布元町41 0158-47-2336
152 道木連 道木連第112号 熊谷林産㈱ 北海道 網走郡津別町字共和125番地 0152-76-2365

153 道木連 道木連第113号 紋別林産加工協同組合 北海道 紋別市元紋別229番地の3 0158-24-3237
154 道木連 道木連第114号 横内林業㈱紋別事業所 北海道 紋別市上渚滑町9丁目26番地 0158-24-5171
155 道木連 道木連第115号 濁川製材㈱ 北海道 紋別郡滝上町濁川中央 0158-29-2337

156 道木連 道木連第116号 やまさ協同組合 北海道 紋別郡上渚滑町4丁目 0158-25-2032
157 道木連 道木連第117号 佐藤木材工業㈱元紋別チップセ

ンタ-
北海道 紋別市元紋別77番地 0158-25-2031

158 道木連 道木連第118号 ㈱遠藤組 北海道 常呂郡置戸町字置戸255番地の22 0157-52-3021

159 道木連 道木連第119号 北農木材工業㈱ 北海道 常呂郡置戸町字置戸236番地 0157-52-3221
160 道木連 道木連第120号 北洋木材工業㈱ 北海道 北見市相内町42番地 0157-37-2131
161 道木連 道木連第121号 津別単板協同組合 北海道 網走郡津別町達美167番地 0152-75-5101
162 道木連 道木連第122号 赤坂木材㈱ 北海道 北見市留辺蘂町旭中央35番地2 0157-42-2022

163 道木連 道木連第123号 山田製材㈱ 北海道 北見市留辺蘂町栄町13番地 0157-42-2145
164 道木連 道木連第124号 ㈲三好木材店 北海道 常呂郡置戸町字置戸220番地 0157-52-3231
165 道木連 道木連第125号 ㈲三好産業 北海道 常呂郡置戸町字置戸220番地 0157-52-3231
166 道木連 道木連第126号 置戸林産流通加工協同組合連合

会置戸工場
北海道 常呂郡置戸町拓殖62番地 0157-52-3231
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Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号所在地

167 道木連 道木連第127号 置戸林産流通加工協同組合連合
会

北海道 常呂郡置戸町境野8番地 0157-55-2026

168 道木連 道木連第128号 ㈲ログア-ト宮本 北海道 常呂郡置戸町境野7番地 0157-55-2136

169 道木連 道木連第129号 ㈱しれとこプレカットセンタ- 北海道 斜里郡斜里町中斜里18番地29 0152-23-5212
170 道木連 道木連第130号 今林業 北海道 紋別郡雄武町雄武1283-1 0158-84-3176
171 道木連 道木連第131号 ㈲長良木材店 北海道 網走郡津別町最上289番地 0152-76-2370
172 道木連 道木連第132号 滝上林業協同組合 北海道 紋別郡滝上町旭町 0158-29-2265

173 道木連 道木連第133号 尾田林業 北海道 紋別郡雄武町雄武1286-2 0158-84-3521
174 道木連 道木連第134号 ㈱エコ・グリ-ン 北海道 紋別郡興部町秋里44番地の7 0158-82-2235
175 道木連 道木連第135号 丸瀬布林産協同組合 北海道 紋別郡遠軽町丸瀬布町元町41 0158-47-2336

176 道木連 道木連第136号 北見地方木材協同組合連合会 北海道 北見市北4条東2丁目林業会館 0157-23-7568
177 道木連 道木連第137号 伊藤造材 北海道 北見市相内町101番地64 0157-37-2659
178 道木連 道木連第138号 王木林材㈱ 北海道 枝幸郡枝幸町歌登西町122-21 0163-69-3281
179 道木連 道木連第139号 丸協木工㈱ 北海道 標津郡中標津町計根別北1条西2丁目3番地1 0153-78-2226

180 道木連 道木連第140号 協栄林産㈱ 北海道 川上郡弟子屈町桜丘1丁目1番18号 015-482-2081
181 道木連 道木連第141号 ㈱不二木材 北海道 川上郡標茶町開運8丁目61番地 015-485-2367
182 道木連 道木連第142号 ㈲端木工場 北海道 標津郡中標津町西町1丁目34番地 0153-72-2502
183 道木連 道木連第143号 ㈱ケイセイ中標津出張所 北海道 標津郡中標津町緑ヶ丘7番地12 0153-72-3258

184 道木連 道木連第144号 ㈱ニッタクス十勝工場 北海道 中川郡幕別町新町68番地 0155-54-2131
185 道木連 道木連第145号 木下林業㈱ 北海道 十勝郡浦幌町字帯富86番地 015-576-2161
186 道木連 道木連第146号 北海道ヨシモト㈱十勝工場 北海道 中川郡幕別町札内春日町92番地 0155-56-2203
187 道木連 道木連第147号 中標津林業㈱ 北海道 標津郡中標津町南中1番地1 0153-72-2280

188 道木連 道木連第148号 ㈱白糠チップセンタ- 北海道 白糠郡白糠町西庶路西4条南1丁目2番地 01547-5-3737
189 道木連 道木連第149号 ㈱ホリタ 北海道 広尾郡広尾町字野塚764番地 01558-2-3151
190 道木連 道木連第150号 田家木材㈱釧路工場 北海道 釧路郡釧路町国誉1丁目3番地 0154-36-7411
191 道木連 道木連第151号 中島木材商事㈱上士幌製材工場 北海道 河東郡上士幌町字上士幌東2線234番地 01564-2-2161

192 道木連 道木連第152号 玉川木材工業㈱ 北海道 足寄郡足寄町旭町4丁目90番地 0156-25-2173
193 道木連 道木連第153号 丸善竹原組木材㈱ 北海道 帯広市川西町西3線73番地の16 0155-59-2301
194 道木連 道木連第154号 ㈱コマバ 北海道 河東郡音更町駒場南2条通2番地 0155-44-2006

195 道木連 道木連第155号 札鶴ベニヤ㈱白糠工場 北海道 白糠郡白糠町東2条北6丁目1番地2 01547-2-2111
196 道木連 道木連第156号 ㈱サトウ 北海道 帯広市西25条北1丁目1番3号 0155-37-4141
197 道木連 道木連第157号 ㈲青山製材工場 北海道 足寄郡足寄町上利別本町46-6 0156-29-8216
198 道木連 道木連第158号 岡崎木材㈱ 北海道 足寄郡足寄町西町7丁目1番地1 0156-25-2116

199 道木連 道木連第159号 厚岸木材工業協同組合 北海道 厚岸郡厚岸町住の江町11番地 0153-52-2633
200 道木連 道木連第160号 ㈱イチムラ 北海道 厚岸郡浜中町茶内旭3丁目3番地 0153-65-2170
201 道木連 道木連第161号 丸善木材㈱ 北海道 釧路郡釧路町桂4丁目15番地 0154-37-1561
202 道木連 道木連第162号 厚浜木材加工協同組合 北海道 厚岸郡浜中町茶内旭3丁目1 0153-65-2321

203 道木連 道木連第163号 立石興業㈱ 北海道 白糠郡白糠町東1条北8丁目1番地5 01547-2-3684
204 道木連 道木連第164号 幕別チップ㈱ 北海道 中川郡幕別町字明野133番地の1 0155-54-2347
205 道木連 道木連第165号 北村林業㈱ 北海道 十勝郡浦幌町字帯富97番地3 015-576-2225
206 道木連 道木連第166号 横内林業㈱本社工場 北海道 標津郡中標津町字北中25番地18 0153-72-2406

207 道木連 道木連第167号 ㈱ニチモク林産北海道鶴居工場 北海道 阿寒郡鶴居村鶴居東7丁目1番地 0154-64-2434
208 道木連 道木連第168号 ㈱ニチモク林産北海道清水工場 北海道 上川郡清水町字清水第6線67番地 01566-2-2100
209 道木連 道木連第169号 札鶴ベニヤ㈱恋問工場 北海道 白糠郡白糠町コイトイ27番地3 01547-5-2136
210 道木連 道木連第170号 ㈱関木材工業 北海道 上川郡新得町字新得基線67番地 0156-64-5653

211 道木連 道木連第171号 ㈱関木材工業国産ツ-バイホ-工
場

北海道 上川郡新得町字屈足西1線1番地9 0156-65-2244

212 道木連 道木連第172号 協同組合フォレスト十勝 北海道 足寄郡足寄町芽登本町330番地 0156-26-9100
213 道木連 道木連第173号 十勝製材移出協同組合 北海道 帯広市川西町西4線72番地2 0155-59-2272

214 道木連 道木連第174号 ㈱高橋木工場 北海道 帯広市東2条南14丁目12番地 0155-23-1385
215 道木連 道木連第175号 ㈱マルエス商行 北海道 白糠郡白糠町西庶路東1条南3丁目1-39 01547-5-3041
216 道木連 道木連第176号 帯廣木材工業㈱ 北海道 帯広市川西町西4線74番地 0155-59-2121

217 道木連 道木連第177号 井原林産㈱ 北海道 帯広市東3条南6丁目19番地 0155-25-6858
218 道木連 道木連第178号 十勝林産協同組合 北海道 河東郡音更町駒場南2条通2番地 0155-35-1030
219 道木連 道木連第179号 近藤林業㈱ 北海道 釧路市光陽町17番21号 0154-22-1138
220 道木連 道木連第180号 ㈱ケイセイ 北海道 帯広市東5条南7丁目1番地3 0155-22-7117

221 道木連 道木連第181号 ㈱ウッデイ-クラフト 北海道 標津郡中標津町東36条北4丁目14 0153-73-2695
222 道木連 道木連第182号 雄別林業㈱ 北海道 釧路郡釧路町桂5丁目4番地2 0154-36-4181
223 道木連 道木連第183号 雄別林業㈱木材センタ- 北海道 釧路市新野24番地996 0154-57-8635
224 道木連 道木連第184号 雄別林業㈱帯広出張所 北海道 帯広市西13条東12丁目1番地6 0155-23-7105

225 道木連 道木連第185号 ㈱神野木工場 北海道 広尾郡広尾町錦通南2丁目69番地 01558-2-2084
226 道木連 道木連第186号 ㈲三上製材所 北海道 茅部郡森町常盤町171-9 01374-2-6003
227 道木連 道木連第187号 ㈱八雲製材所 北海道 二海郡八雲町相生町95 0137-62-2188
228 道木連 道木連第188号 蛾眉野林産協同組合 北海道 函館市蛾眉野町44番地 0138-58-2407

229 道木連 道木連第189号 ㈱西根製材所 北海道 上磯郡木古内町幸連55-1 01392-2-2333
230 道木連 道木連第190号 エムエイチグル-ラム協同組合 北海道 二海郡八雲町三杉町26 0137-62-2171
231 道木連 道木連第191号 山一木材工業㈱ 北海道 瀬棚郡今金町種川284番地 01378-2-0501
232 道木連 道木連第192号 羊蹄林産協同組合 北海道 磯谷郡蘭越町蘭越町431番地 0136-57-5955

233 道木連 道木連第193号 ㈲IFF 北海道 磯谷郡蘭越町蘭越町431番地 0136-57-5955
234 道木連 道木連第194号 石田産業㈱ 北海道 磯谷郡蘭越町蘭越町431番地 0136-57-5126
235 道木連 道木連第195号 ㈱ナルミ 北海道 爾志郡乙部町館浦686 0139-62-2139
236 道木連 道木連第196号 相沼産業㈱ 北海道 二海郡八雲町熊石相沼 0139-83-8504

237 道木連 道木連第197号 ㈱大和産業 北海道 檜山郡上ノ国町湯ノ岱 0139-56-3410
238 道木連 道木連第198号 ㈱鶉製材所 北海道 檜山郡厚沢部町鶉町66-1 0139-65-6211
239 道木連 道木連第199号 厚沢部林産工業㈱ 北海道 檜山郡厚沢部町鶉町255 0139-65-6221

240 道木連 道木連第200号 ㈱テ-オ-小笠原 北海道 函館市港町3-18-15 0138-41-2111
241 道木連 道木連第201号 ㈱ニチモク林産北海道今金工場 北海道 瀬棚郡今金町今金585番地 01378-2-2106
242 道木連 道木連第202号 ㈱ニチモク林産北海道喜茂別工

場
北海道 虻田郡喜茂別町字伏見1番地 0136-33-2750

243 道木連 道木連第203号 ㈲細畑林業 北海道 檜山郡厚沢部町館町5 0139-66-2830
244 道木連 道木連第204号 南北海道林業総合事業協同組合 北海道 檜山郡江差町南が丘7-289 0139-52-0314
245 道木連 道木連第205号 江差製材協同組合 北海道 檜山郡江差町南が丘7-289 0139-52-0314
246 道木連 道木連第206号 ㈲佐藤木材店 北海道 檜山郡上ノ国町北村430 0139-55-2020

247 道木連 道木連第207号 ㈱えさしフロ-リング製作所 北海道 檜山郡江差町砂川411 0139-52-0227
248 道木連 道木連第208号 戸栗木材工業㈱ 北海道 檜山郡上ノ国町湯ノ岱560 0139-56-3326
249 道木連 道木連第209号 ㈲桂岡木工場 北海道 檜山郡上ノ国町桂岡 0139-55-2166
250 道木連 道木連第210号 ㈱齋藤製作所 北海道 上磯郡知内町湯ノ里76 01392-6-2321

251 道木連 道木連第211号 ㈲ニシモク 北海道 松前郡松前町大沢488番地 0139-42-5302
252 道木連 道木連第212号 ㈲佐藤林業 北海道 函館市米原町219番地 0138-58-3889

134



付属資料2

Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号所在地

253 道木連 道木連第213号 三国林業㈱ 北海道 檜山郡上ノ国町桂岡524 0139-55-2168
254 道木連 道木連第214号 岸本木材㈱ 北海道 上磯郡知内町字本町304-2 01392-5-5305
255 道木連 道木連第215号 道南ベニヤ㈱ 北海道 檜山郡厚沢部町新町125 0139-64-3712

256 道木連 道木連第216号 岡田木材㈱ 北海道 上磯郡知内町重内4 0139-25-5580
257 道木連 道木連第217号 ㈱塩見製材所 北海道 檜山郡厚沢部町館町217 0139-66-2231
258 道木連 道木連第218号 ㈲松田林業 北海道 上磯郡知内町字中ノ川54-1 01392-5-5268
259 道木連 道木連第219号 千賀木材 北海道 樺戸郡新十津川町中央30-31 0125-76-3384

260 道木連 道木連第220号 ㈱津田組 北海道 浦河郡浦河町西幌別273-11 0146-28-1128
261 道木連 道木連第221号 ㈱ニッショウ・プレカット 北海道 赤平市赤平581番地 0125-32-1236
262 道木連 道木連第222号 林通商㈱札幌営業所 北海道 札幌市白石区菊水元町8条3丁目3番35号 011-871-8101

263 道木連 道木連第223号 昭和木材㈱札幌支店 北海道 石狩市新港南1丁目19-24 0133-64-3188
264 道木連 道木連第224号 丸惣ウッド㈲ 北海道 札幌市東区北36条東7丁目1番7号 011-731-9822
265 道木連 道木連第225号 旭建材㈱ 北海道 札幌市白石区中央3条3丁目5-51 011-811-3224
266 道木連 道木連第226号 ㈱岩本商会 北海道 苫小牧市植苗136-1 0144-58-2311

267 道木連 道木連第227号 山崎木材 北海道 岩見沢市駒園8丁目19番地岩見沢水道設備工業
㈱内

0166-23-7613

268 道木連 道木連第228号 ㈱協成木材 北海道 札幌市東区東雁来9条2丁目1-31 011-791-5216
269 道木連 道木連第229号 小室産業㈲ 北海道 芦別市北4条西2丁目9番地の6 01242-3-1920

270 道木連 道木連第230号 村上木材㈱ 北海道 芦別市北4条東1丁目3番地の9 0124-22-3492
271 道木連 道木連第231号 北海広葉木材㈱新川物流センタ- 北海道 札幌市北区新川3条18丁目2 011-763-8448
272 道木連 道木連第232号 ㈲三浦組 北海道 日高郡新ひだか町三石川上94番地の3 0146-35-3301
273 道木連 道木連第233号 ㈱札幌シオミ 北海道 札幌市北区新琴似町791番地 011-764-4611

274 道木連 道木連第234号 ㈲名須川林業 北海道 新冠郡新冠町本町69番地の8 0146-47-3633
275 道木連 道木連第235号 ㈱藤田林業所 北海道 勇払郡むかわ町穂別栄52-3 0145-44-5021
276 道木連 道木連第236号 ㈱ザイエンス関東工場室蘭製造

所
北海道 室蘭市祝津町1丁目9-10 0143-27-1264

277 道木連 道木連第237号 志田商会 北海道 夕張郡栗山町中央2丁目300番地の8 0123-72-3794
278 道木連 道木連第238号 ㈲籏木材 北海道 夕張郡栗山町中央2丁目366番地 0123-72-6143
279 道木連 道木連第239号 ㈲小川木材 北海道 虻田郡豊浦町字浜町1-20 0142-83-2068

280 道木連 道木連第240号 合資会社苫小牧木工場 北海道 苫小牧市晴海町25-1 0144-55-5511
281 道木連 道木連第241号 東北木材㈱苫小牧工場 北海道 苫小牧市晴海町39番地 0144-55-1671
282 道木連 道木連第242号 大成産業㈱ 北海道 苫小牧市晴海町39 0144-55-2312
283 道木連 道木連第243号 ノ-ス・フォ-レスト㈲ 北海道 札幌市白石区川下5条2丁目4番10号 011-874-5288

284 道木連 道木連第244号 ㈱テ-オ-小笠原札幌支店 北海道 石狩市新港南2丁目3722-1 0133-64-8111
285 道木連 道木連第245号 東北木材㈱銭函工場 北海道 小樽市銭函3丁目280番地 0134-62-3211
286 道木連 道木連第246号 ㈲山口造材 北海道 浦河郡浦河町字上向別220の9 0146-22-3610
287 道木連 道木連第247号 ㈱松原木材店 北海道 札幌市西区発寒6条7丁目4番3号 011-663-6230

288 道木連 道木連第248号 相互木材㈱手稲製材工場 北海道 札幌市手稲区曙2条3丁目1番17号 011-682-2233
289 道木連 道木連第249号 ㈲重利林業 北海道 岩見沢市日の出町426番地52 0126-22-7748
290 道木連 道木連第250号 林産加工吉井木材㈲ 北海道 芦別市上芦別町56番地 0124-22-4527
291 道木連 道木連第251号 ㈲斎藤商会 北海道 札幌市北区新琴似1条10丁目6番21号 011-765-4801

292 道木連 道木連第252号 ㈱増善木材商会 北海道 小樽市入船2丁目1番14号 0134-33-2131
293 道木連 道木連第253号 玉田産業㈱ 北海道 岩見沢市四条西15丁目3番地 0126-25-3333
294 道木連 道木連第254号 ㈱丸桝木材占冠中央工場 北海道 勇払郡占冠村中央 0167-42-2421
295 道木連 道木連第255号 野村坑材㈲ 北海道 滝川市扇町3丁目14番34号 0125-23-5869

296 道木連 道木連第256号 ㈲西田産業 北海道 岩見沢市南町5条1丁目4番7号 0126-22-2592
297 道木連 道木連第257号 栄和産業㈱ 北海道 勇払郡むかわ町穂別栄35 0145-44-5001
298 道木連 道木連第258号 ㈱菱五創成材木店 北海道 札幌市白石区南郷通19丁目南3番21号 011-866-8341
299 道木連 道木連第259号 草野木材㈱白老事業所 北海道 白老郡白老町高砂町3丁目434番地の1 0144-82-2126

300 道木連 道木連第260号 合資会社津田木材店 北海道 恵庭市島松寿町1丁目3-3 0123-36-8117
301 道木連 道木連第261号 三陽木材㈱ 北海道 苫小牧市柳町1丁目6番5号 0144-57-3411
302 道木連 道木連第262号 米田物産㈱滝川防腐工場 北海道 滝川市泉町228番地1 0125-23-0135

303 道木連 道木連第263号 竹内木材工業合資会社 北海道 上川郡東神楽町19号南4番地 0166-83-4601
304 道木連 道木連第264号 ㈲オキツ産業 北海道 旭川市錦町14丁目2951-34 0166-52-2183
305 道木連 道木連第265号 天富木材㈱ 北海道 天塩郡豊富町西1条7丁目2545 0162-82-2115
306 道木連 道木連第266号 ㈱岩本商会旭川営業所 北海道 旭川市永山町10丁目4番地 0166-48-2468

307 道木連 道木連第267号 ㈱廣田木材店 北海道 旭川市錦町14丁目 0166-51-0188
308 道木連 道木連第268号 ㈲林木材店 北海道 上川郡当麻町4条西4丁目5番5号 0166-84-2873
309 道木連 道木連第269号 ㈲大久保商会 北海道 旭川市豊岡4条8丁目8番9号 0166-33-3782
310 道木連 道木連第270号 麓郷木材工業㈱ 北海道 富良野市字麓郷市街地の3 0167-29-2131

311 道木連 道木連第271号 村澤木材工業㈱北海道出張所 北海道 上川郡比布町北1線10号 0166-85-3330
312 道木連 道木連第272号 澤井木材 北海道 上川郡比布町北1線10号 0166-85-3330
313 道木連 道木連第273号 ㈲更科木材 北海道 旭川市豊岡6条5丁目7-19 090-7655-6313
314 道木連 道木連第274号 ㈲大貝木材 北海道 名寄市西5条南12丁目55番地40 01654-2-2467

315 道木連 道木連第275号 道央木材生産協同組合 北海道 旭川市東8条8丁目1番32号 0166-24-1276
316 道木連 道木連第276号 相田木材㈱ 北海道 富良野市字布部市街地 0167-23-3168
317 道木連 道木連第277号 社会福祉法人旭川春光会 北海道 旭川市神居町忠和155番地1 0166-69-5775
318 道木連 道木連第278号 音威子府林産企業協同組合 北海道 中川郡音威子府村字音威子府503番地2 01656-5-3211

319 道木連 道木連第279号 秀和産業㈱ 北海道 中川郡美深町東1条南1丁目14番地 01656-2-1260
320 道木連 道木連第280号 道北林産協同組合 北海道 名寄市東1条南3丁目 01654-2-4387
321 道木連 道木連第281号 東邦木材工業㈱木材加工工場 北海道 士別市朝日町中央4527番地 0165-28-2316
322 道木連 道木連第282号 尾田木材㈱ 北海道 旭川市永山町10丁目4番地 0166-47-6005

323 道木連 道木連第283号 近藤木材産業㈱ 北海道 士別市朝日町中央4045番地 0165-28-2321
324 道木連 道木連第284号 豊岬木材工業㈱ 北海道 苫前郡初山別村字明里17番地 0164-67-2821
325 道木連 道木連第285号 マルワ渡辺木材㈲ 北海道 旭川市東光19条7丁目3番6号 0166-34-3221

326 道木連 道木連第286号 ㈱斉藤工業所 北海道 旭川市東鷹栖東2条1丁目 0166-57-2824
327 道木連 道木連第287号 越智重機林業 北海道 上川郡下川町南町38-6 01655-4-3535
328 道木連 道木連第288号 ㈲西村木材 北海道 中川郡美深町東1条南7丁目16番地60 01656-2-1532
329 道木連 道木連第289号 ㈲美成木工 北海道 中川郡美深町西1条北2丁目3番地6 01656-2-1331

330 道木連 道木連第290号 ㈲今井林業 北海道 上川郡愛別町中央167番地 01658-8-1414
331 道木連 道木連第291号 ㈱丸桝木材山部工場 北海道 富良野市字山部609番地 0167-42-2421
332 道木連 道木連第292号 ㈱西村木材店 北海道 士別市西一条9丁目389番地41 0165-23-2629
333 道木連 道木連第293号 ㈱よつばフォレスト 北海道 稚内市大字声問村字曲渕3962番地 0162-74-2703

334 道木連 道木連第294号 ㈱きょうもく 北海道 稚内市大字声問村字曲渕3962番地 0162-74-2808
335 道木連 道木連第295号 ㈲井上木材 北海道 雨竜郡秩父別町1847-1 0164-33-4890
336 道木連 道木連第296号 協同組合オホ-ツクウッドテック 北海道 紋別郡遠軽町学田2丁目11番地3 0158-42-7725
337 道木連 道木連第297号 ㈲真貝林工 北海道 紋別郡滝上町字サクル-原野基線14番地 0158-29-2354

338 道木連 道木連第298号 和光木材㈱ 北海道 網走郡津別町緑町11番地 01527-6-2232
339 道木連 道木連第299号 佐藤林業㈱ 北海道 北見市北斗3丁目6-16 0157-61-3100
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340 道木連 道木連第300号 大澤木材㈱常呂工場 北海道 北見市常呂町字常呂350番地 0152-54-2165
341 道木連 道木連第301号 大澤木材㈱佐呂間工場 北海道 常呂郡佐呂間町字永代町 01587-2-3231
342 道木連 道木連第302号 札鶴林材㈱ 北海道 斜里郡清里町札弦町48-2 0152-26-2311

343 道木連 道木連第303号 佐藤林業㈱津別工場 北海道 網走郡津別町達美23-1 01527-6-2071
344 道木連 道木連第304号 ㈱廣川木材店 北海道 北見市三輪727番地 0157-66-1177
345 道木連 道木連第305号 ㈲松本林産 北海道 網走郡美幌町字美富149-8 0152-73-2897
346 道木連 道木連第306号 加納木材 北海道 紋別郡滝上町滝美町 0158-29-3553

347 道木連 道木連第307号 井上産業㈱遠軽工場 北海道 紋別郡遠軽町学田2丁目11番地3 0158-42-5271
348 道木連 道木連第308号 井上産業㈱滝上工場 北海道 紋別郡滝上町字サクル-原野基線5番地 0158-29-2101
349 道木連 道木連第309号 ㈲樹林仙波 北海道 北見市緑町2丁目2-15 0157-36-0224

350 道木連 道木連第310号 国安産業㈱ 北海道 網走郡津別町達美148-5 0152-76-2300
351 道木連 道木連第311号 ルベシベ木材工業㈱ 北海道 北見市留辺蘂町旭一区268番地1 0157-42-5569
352 道木連 道木連第312号 木下木材工業㈱ 北海道 網走郡大空町女満別湖南259-1 0152-74-2308
353 道木連 道木連第313号 ㈱湧別林産 北海道 紋別郡湧別町字東37-2 01586-5-3621

354 道木連 道木連第314号 藤沢材商㈱ 北海道 網走郡美幌町字高野133番地の12 0152-72-2128
355 道木連 道木連第315号 加賀谷木材㈱ 北海道 網走郡津別町字緑町22番地 0152-76-2145
356 道木連 道木連第316号 ㈱アバモク 北海道 網走市港町4番地89 0152-43-4321
357 道木連 道木連第317号 渡部林業㈱若佐事業所 北海道 常呂郡佐呂間町字若佐 01587-2-8121

358 道木連 道木連第318号 北見単板㈱ 北海道 北見市東相内町323番地 0157-36-5211
359 道木連 道木連第319号 ㈱遠藤 北海道 北見市留辺蘂町上町134番地 0157-42-3508
360 道木連 道木連第320号 相富木材加工㈱ 北海道 網走郡津別町相生94番地 0152-78-2213
361 道木連 道木連第321号 ㈱マルニ西木材店 北海道 北見市東相内町14番地の15 0157-36-2026

362 道木連 道木連第322号 住友林業フォレストｻ-ﾋﾞｽ㈱北海
道事業所

北海道 紋別市渚滑町9-11 0158-24-4132

363 道木連 道木連第323号 ㈲川村銘木 北海道 紋別市渚滑町元新5丁目45-16 0158-23-5935
364 道木連 道木連第324号 弟子屈木材工業㈱ 北海道 川上郡弟子屈町朝日2丁目4番12号 015-482-2572

365 道木連 道木連第325号 明治林業㈱ 北海道 白糠郡白糠町西庶路東2条北1丁目3番12 01547-5-2311
366 道木連 道木連第326号 ㈲山二伊東産業 北海道 釧路市音別町中園1丁目41番地 01547-6-2439
367 道木連 道木連第327号 ㈲尾崎林業 北海道 上川郡新得町屈足緑町1丁目37番地 0156-65-2522

368 道木連 道木連第328号 小利別木材産業㈲ 北海道 足寄郡陸別町字陸別原野基線337番地の1 0156-27-2100
369 道木連 道木連第329号 ㈲國澤木材 北海道 帯広市西20条南3丁目26-15 0155-36-0427
370 道木連 道木連第330号 ㈱エムケイ 北海道 十勝郡浦幌町宝町68-1 015-576-2249
371 道木連 道木連第331号 菊地林業㈲ 北海道 足寄郡陸別町字陸別原野基線333番地 0156-27-2879

372 道木連 道木連第332号 新得木材工業㈲ 北海道 上川郡新得町本通り北6丁目4番地 0156-64-4312
373 道木連 道木連第333号 金徳木材 北海道 帯広市西22条南2丁目35番地7 0155-34-7194
374 道木連 道木連第334号 ㈲江田林業 北海道 中川郡幕別町旭町24番地18 0155-54-2244
375 道木連 道木連第335号 ㈱テ-オ-小笠原帯広営業所 北海道 河西郡芽室町西10条6-1 0155-62-6101

376 道木連 道木連第336号 ㈲原田林産 北海道 中川郡豊頃町二宮3752 015-574-3045
377 道木連 道木連第337号 オムニス林産協同組合 北海道 中川郡幕別町千住42番地6 0155-56-1000
378 道木連 道木連第338号 増井林業㈱ 北海道 白糠郡白糠町東1条北6丁目1番地6 01547-2-2218
379 道木連 道木連第339号 ㈲釧雄木材 北海道 釧路郡釧路町別保原野南25線74-1 0154-40-2264

380 道木連 道木連第340号 ㈱内海林業 北海道 河東郡上士幌町東1線223番地 01564-2-3306
381 道木連 道木連第341号 ㈲八巻木材店 北海道 広尾郡大樹町鏡町1番地41 01588-6-2343
382 道木連 道木連第342号 ㈲山川林業 北海道 十勝郡浦幌町宝町53番地の6 015-576-2314
383 道木連 道木連第343号 大雪運輸㈲ 北海道 上川郡新得町基線67番地 01566-4-5523

384 道木連 道木連第344号 大幸木材 北海道 帯広市東1条南30丁目1-48 0155-48-9847
385 道木連 道木連第345号 ㈲林木材店 北海道 中川郡本別町北5丁目4-12 0156-22-2063
386 道木連 道木連第346号 浜中製材協同組合 北海道 厚岸郡浜中町茶内旭3丁目6番地 0153-65-4000
387 道木連 道木連第347号 松田林業㈱ 北海道 上川郡新得町屈足旭町3丁目45番地 0156-65-2136

388 道木連 道木連第348号 丸サ佐藤木材㈱ 北海道 釧路市星が浦大通4丁目5番1号 0154-51-2918
389 道木連 道木連第349号 山康木材 北海道 帯広市東14条南5丁目1-15 0155-23-7432
390 道木連 道木連第350号 ㈱大泉 北海道 河東郡音更町緑陽台仲区1番地3 0155-31-7737

391 道木連 道木連第351号 白糠木材㈱ 北海道 白糠郡白糠町茶路基線14 01547-2-2775
392 道木連 道木連第352号 ㈱カネヨ木材 北海道 標津郡中標津町計根別本通東1-10 0153-78-2134
393 道木連 道木連第353号 児玉木材工業㈱ 北海道 白糠郡白糠町西庶路西3条南1丁目2-9 01547-5-4122
394 道木連 道木連第354号 大澤木材㈱道東事業部 北海道 釧路市阿寒町新町2丁目6番9号 0154-66-3101

395 道木連 道木連第355号 ㈱ヤマオ 北海道 河西郡芽室町西11条6丁目1番地 0155-62-3365
396 道木連 道木連第356号 丸十木材㈱ 北海道 帯広市川西町西3線73番地2 0155-59-2101
397 道木連 道木連第357号 ㈲イシグロ 北海道 根室市西浜町1丁目139番地14 0153-29-4113
398 道木連 道木連第358号 ㈱山口木材店 北海道 根室市弁天町2丁目27番地 0153-23-3191

399 道木連 道木連第359号 高見造林 北海道 檜山郡江差町字水堀町22 0139-53-6010
400 道木連 道木連第360号 ㈲館坂事業所 北海道 檜山郡厚沢部町字鶉108-5 0139-65-6767
401 道木連 道木連第361号 田島木材㈱ 北海道 北斗市七重浜7丁目13番3号 0138-49-2121
402 道木連 道木連第362号 ㈲熊谷造材 北海道 檜山郡厚沢部町木間内218 0139-65-6540

403 道木連 道木連第363号 ㈲新谷造材部 北海道 檜山郡厚沢部町木間内218 0139-65-6176
404 道木連 道木連第364号 南茅部林産協同組合 北海道 函館市美原1丁目3番5号 0138-42-4040
405 道木連 道木連第365号 金卜齊藤木材㈱ 北海道 北斗市七重浜3丁目2番37号 0138-49-2111
406 道森連 道森連第001号 知内町森林組合 北海道 上磯郡知内町元町355番地の68 01392-5-5031

407 道森連 道森連第002号 木古内町森林組合 北海道 上磯郡木古内町字木古内186番地1 01392-2-4392
408 道森連 道森連第003号 はこだて広域森林組合 北海道 北斗市中央1丁目3番10号 0138-73-3111
409 道森連 道森連第004号 鹿部町森林組合 北海道 茅部郡鹿部町字宮浜299 01372-7-5293
410 道森連 道森連第005号 山越郡森林組合 北海道 二海郡八雲町出雲町19番地4 0137-52-3007

411 道森連 道森連第006号 檜山南部森林組合 北海道 桧山郡江差町字中歌町198-6 01395-2-2945
412 道森連 道森連第007号 厚沢部町森林組合 北海道 桧山郡厚沢部町緑町72番地1 01396-4-3059
413 道森連 道森連第008号 乙部町森林組合 北海道 爾志郡乙部町字緑町263の2 01396-2-3431

414 道森連 道森連第009号 北部桧山森林組合 北海道 久遠郡せたな町北桧山区北桧山88番地2 01378-4-5033
415 道森連 道森連第010号 今金町森林組合 北海道 瀬棚郡今金町字今金324番地5 01378-2-0045
416 道森連 道森連第011号 南しりべし森林組合 北海道 磯谷郡蘭越町字蘭越635番地10 0136-57-5216
417 道森連 道森連第012号 ようてい森林組合 北海道 虻田郡京極町字春日170 0136-42-2211

418 道森連 道森連第013号 胆振西部森林組合 北海道 伊達市大滝区本町85番地の2 0142-68-6412
419 道森連 道森連第014号 胆振東森林組合 北海道 勇払郡厚真町新町97番地 0145-27-2429
420 道森連 道森連第015号 穂別苫小牧森林組合 北海道 勇払郡むかわ町穂別433番地 01454-5-2311
421 道森連 道森連第016号 沙流川森林組合 北海道 沙流郡平取町本町46番地9 01457-2-2544

422 道森連 道森連第017号 日高中部森林組合 北海道 日高郡新ひだか町静内田原710番地1 01464-2-0056
423 道森連 道森連第018号 日高東部森林組合 北海道 浦河郡浦河町堺町西1丁目3-17 0146-22-2058
424 道森連 道森連第019号 ひだか南森林組合 北海道 様似郡様似町大通2丁目35番地4 0146-36-2031
425 道森連 道森連第020号 千歳市森林組合 北海道 千歳市稲穂1丁目8番8号 0123-23-3044

426 道森連 道森連第021号 札幌市森林組合 北海道 札幌市中央区北10条西24丁目1の10 011-631-4911
427 道森連 道森連第022号 栗山町森林組合 北海道 夕張郡栗山町松風3丁目252番地 0123-72-1111
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428 道森連 道森連第023号 そらち森林組合 北海道 樺戸郡新十津川町字中央301番地1 0125-76-2051
429 道森連 道森連第024号 芦別市森林組合 北海道 芦別市北1条東1丁目3番地 0124-22-2111
430 道森連 道森連第025号 北空知森林組合 北海道 深川市1条19番36号 0164-22-7400

431 道森連 道森連第026号 旭川市森林組合 北海道 旭川市東旭川北1条6丁目2番13号 0166-36-4268
432 道森連 道森連第027号 鷹栖町森林組合 北海道 上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 0166-87-2277
433 道森連 道森連第028号 比布町森林組合 北海道 上川郡比布町北町1丁目2番1号 0166-85-2221
434 道森連 道森連第029号 美瑛町森林組合 北海道 上川郡美瑛町字美瑛原野5線 0166-92-2201

435 道森連 道森連第030号 東川町森林組合 北海道 上川郡東川町東町1丁目16番1号 0166-82-2421
436 道森連 道森連第031号 当麻町森林組合 北海道 上川郡当麻町4条西4丁目1番2号 0166-84-2311
437 道森連 道森連第032号 愛別町森林組合 北海道 上川郡愛別町字本町179番地 01658-6-4283

438 道森連 道森連第033号 上川町森林組合 北海道 上川郡上川町南町87番地 01658-2-1997
439 道森連 道森連第034号 富良野地区森林組合 北海道 富良野市弥生町2番42号 0167-22-2369
440 道森連 道森連第035号 南富良野町森林組合 北海道 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-2130
441 道森連 道森連第036号 和寒町森林組合 北海道 上川郡和寒町字西町120番地 01653-2-2421

442 道森連 道森連第037号 士別地区森林組合 北海道 士別市東丘1丁目3番12号 0165-23-5128
443 道森連 道森連第038号 上川北部森林組合 北海道 名寄市風連町緑町182番地1 01655-3-2013
444 道森連 道森連第040号 下川町森林組合 北海道 上川郡下川町南町133番地 01655-4-2159
445 道森連 道森連第042号 留萌南部森林組合 北海道 留萌市高砂町2丁目5番25号 0164-42-6100

446 道森連 道森連第043号 留萌中部森林組合 北海道 苫前郡苫前町字旭37番地1 0164-64-2869
447 道森連 道森連第044号 遠別初山別森林組合 北海道 天塩郡遠別町字幸和7番地2 01632-7-2412
448 道森連 道森連第045号 留萌北部森林組合 北海道 天塩郡天塩町新開通7丁目2345 01632-2-1335
449 道森連 道森連第046号 中頓別浜頓別森林組合 北海道 枝幸郡中頓別町字中頓別161番地6 01634-6-1004

450 道森連 道森連第047号 南宗谷森林組合 北海道 枝幸郡枝幸町歌登桧垣町142番地61 0163-68-2928
451 道森連 道森連第048号 豊富猿払森林組合 北海道 天塩郡豊富町字上サロベツ2546番地227 0162-82-2102
452 道森連 道森連第049号 稚内市森林組合 北海道 稚内市朝日1丁目1番1号 0162-33-3265
453 道森連 道森連第050号 清里町森林組合 北海道 斜里郡清里町羽衣町10番地 0152-25-2131

454 道森連 道森連第051号 網走地区森林組合 北海道 網走市南8条東4丁目9番地の1 0152-43-3632
455 道森連 道森連第052号 美幌町森林組合 北海道 網走郡美幌町字稲美234番地3 0152-73-1281
456 道森連 道森連第053号 北見広域森林組合 北海道 北見市美山町50番地212 0157-23-7425

457 道森連 道森連第054号 新生紀森林組合 北海道 常呂郡置戸町字置戸164番地 0157-52-3536
458 道森連 道森連第055号 佐呂間町森林組合 北海道 常呂郡佐呂間町字東133番地4 01587-2-3606
459 道森連 道森連第056号 遠軽地区森林組合 北海道 紋別郡遠軽町南町4丁目19の3 0158-42-0722
460 道森連 道森連第057号 オホ-ツク中央森林組合 北海道 紋別市元紋別268番地の2 0158-23-2131

461 道森連 道森連第058号 滝上町森林組合 北海道 紋別郡滝上町旭町(役場内) 0158-29-2111
462 道森連 道森連第059号 雄武町森林組合 北海道 紋別郡雄武町字雄武223番地 0158-84-2036
463 道森連 道森連第060号 別海町森林組合 北海道 野付郡別海町別海新栄町5番地2 01537-5-2016
464 道森連 道森連第061号 中標津町森林組合 北海道 標津郡中標津町丸山2丁目22番地 01537-3-3111

465 道森連 道森連第062号 標津町森林組合 北海道 標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 01538-2-2131
466 道森連 道森連第063号 くしろ西森林組合 北海道 釧路市音別町共栄1丁目22番地 01547-6-2515
467 道森連 道森連第064号 釧路町森林組合 北海道 釧路郡釧路町別保3丁目13番地1 0154-62-2139
468 道森連 道森連第065号 鶴居村森林組合 北海道 阿寒郡鶴居村雪裡原野北15線西9-8 0154-64-2422

469 道森連 道森連第066号 標茶町森林組合 北海道 川上郡標茶町川上5丁目20番地 01548-5-2566
470 道森連 道森連第067号 弟子屈町森林組合 北海道 川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 01548-2-2025
471 道森連 道森連第068号 厚岸町森林組合 北海道 厚岸郡厚岸町字住の江町11番地487 0153-53-3911
472 道森連 道森連第069号 浜中町森林組合 北海道 厚岸郡浜中町茶内栄81番地 0153-65-2034

473 道森連 道森連第070号 音更町森林組合 北海道 河東郡音更町東通15丁目5番地 0155-42-2301
474 道森連 道森連第071号 士幌町森林組合 北海道 河東郡士幌町字士幌225番地 01564-5-2212
475 道森連 道森連第072号 上士幌町森林組合 北海道 河東郡上士幌町字上士幌東2線246 01564-2-2539
476 道森連 道森連第073号 西十勝森林組合 北海道 上川郡新得町字屈足基線1番地9 0156-65-3301

477 道森連 道森連第074号 清水町森林組合 北海道 上川郡清水町御影南1線49番地の4 0156-63-2004
478 道森連 道森連第075号 十勝中央森林組合 北海道 河西郡芽室町東1条1丁目11番地1 0155-62-2404
479 道森連 道森連第076号 更別森林組合 北海道 河西郡更別村字更別南2線91番地4 0155-52-2068

480 道森連 道森連第077号 大樹町森林組合 北海道 広尾郡大樹町字下大樹225番地 01558-6-3108
481 道森連 道森連第078号 広尾町森林組合 北海道 広尾郡広尾町西2条6丁目16番地 01558-2-2055
482 道森連 道森連第079号 幕別町森林組合 北海道 中川郡幕別町宝町53番地1 0155-54-2911
483 道森連 道森連第080号 池田町森林組合 北海道 中川郡池田町字利別南町64番地1 0155-72-2304

484 道森連 道森連第081号 豊頃町森林組合 北海道 中川郡豊頃町農野牛28番地 0155-74-2126
485 道森連 道森連第082号 本別町森林組合 北海道 中川郡本別町南4丁目175番地12 0156-22-6105
486 道森連 道森連第083号 足寄町森林組合 北海道 足寄郡足寄町下愛冠4丁目33番地13 0156-25-2616
487 道森連 道森連第084号 陸別町森林組合 北海道 足寄郡陸別町字陸別本通2丁目5番2 0156-27-2574

488 道森連 道森連第085号 浦幌町森林組合 北海道 十勝郡浦幌町字帯富98番地9 0155-76-3132
489 道森連 道森連第086号 森町森林組合 北海道 茅部郡森町御幸町144番地1 01374-2-2181
490 道森連 道森連第087号 石狩北部森林組合 北海道 石狩郡当別町対雁421番地 0133-23-2610
491 道森連 道森連第088号 東神楽町森林組合 北海道 上川郡東神楽町南1条西1丁目 0166-83-2111

492 道森連 道森連第101号 ㈲冨樫林業 北海道 磯谷郡蘭越町字上里57番地 0136-57-6441
493 道森連 道森連第102号 ㈲協和産業 北海道 瀬棚郡今金町字田代457番地30 0137-82-2866
494 道森連 道森連第103号 ㈲三孝木材 北海道 上川郡美瑛町字美瑛原野221番地76 0166-92-4497
495 道森連 道森連第104号 熱海産業㈱ 北海道 常呂郡置戸町字置戸261番地5 0157-52-3504

496 道森連 道森連第105号 ㈲北桧山建設 北海道 久遠郡せたな町北桧山区徳島39番地5 0137-84-5059
497 道森連 道森連第106号 ㈱幸稜 北海道 樺戸郡新十津川町中央322番地12 0125-76-2503
498 道森連 道森連第107号 ㈲島田木材 北海道 帯広市西16条南1丁目48番地10号 0155-35-3367
499 道森連 道森連第108号 横山組 北海道 常呂郡佐呂間町字若里396 01587-2-3399

500 道森連 道森連第109号 鹿部製材㈲ 北海道 茅部郡鹿部町字鹿部98番地 01372-7-2107
501 道森連 道森連第110号 ㈲川村産業 北海道 茅部郡鹿部町字鹿部50番地の3 01372-7-2174
502 道森連 道森連第111号 北森協同組合 北海道 名寄市風連町字中央388番地1 01655-3-4510

503 道森連 道森連第112号 三和林業㈱ 北海道 上川郡美瑛町栄町4丁目6番4号 0166-92-2161
504 道森連 道森連第113号 ㈲上松産業 北海道 名寄市東2条南7丁目2番地3 01654-2-2646
505 道森連 道森連第114号 ㈲誉林業 北海道 名寄市東4条南5丁目9番地1 01654-2-4425
506 道森連 道森連第115号 ㈲飴谷林業 北海道 桧山郡厚沢部町字上里71番地の1 0139-64-3570

507 道森連 道森連第116号 近井木材産業㈱ 北海道 士別市上士別町16線北1番地 0165-24-2150
508 道森連 道森連第117号 高野林業 北海道 桧山郡厚沢部町新町234番地の3 0139-67-2647
509 道森連 道森連第118号 ㈲森高林産 北海道 桧山郡厚沢部町鶉町256番地 0139-65-6058
510 道森連 道森連第119号 安部産業㈲ 北海道 苫前郡羽幌町栄町101番地43 0164-65-6058

511 道森連 道森連第120号 ㈲後藤組 北海道 足寄郡足寄町北5条1丁目2番地 0156-25-2091
512 道森連 道森連第121号 ㈲佐藤製函工場 北海道 網走市字卯原内13番地 0152-47-2158
513 道森連 道森連第122号 佐藤造材 北海道 網走市字卯原内57番地 0152-47-2818
514 道森連 道森連第123号 ㈲山本重機 北海道 苫前郡羽幌町緑町61番地8 0164-62-4497

515 道森連 道森連第124号 西出木材㈲ 北海道 上川郡美瑛町栄町1丁目8番22号 0166-92-2167
516 道森連 道森連第125号 本別運送㈱ 北海道 中川郡本別町共栄18番地2 0156-22-3037
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517 道森連 道森連第126号 落田林産 北海道 留萌郡小平町字桑園 0164-59-1167
518 道森連 道森連第127号 ㈲宇野林業 北海道 紋別郡遠軽町西町2丁目6番地 0158-42-4985
519 道森連 道森連第128号 奥山造林造材部 北海道 紋別郡生田原町字生田原273番地 0158-45-2365

520 道森連 道森連第129号 ㈱横山興林 北海道 紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町46番地 0158-44-2026
521 道森連 道森連第130号 岡本造林 北海道 紋別郡上湧別町字北兵村一区138番地21 01586-2-3250
522 道森連 道森連第131号 ㈲枝松重機 北海道 紋別郡遠軽町字清川54番地4 0158-42-5606
523 道森連 道森連第132号 小畑造材 北海道 紋別郡湧別町芭露 01586-6-2033

524 道森連 道森連第133号 ㈲石川組 北海道 紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町5番地1 0158-47-2030
525 道森連 道森連第134号 ㈲早坂林業 北海道 紋別郡遠軽町生田原水穂337番地2 0158-46-2140
526 道森連 道森連第135号 丹野造林 北海道 紋別郡上湧別町字北兵村三区526番地6 01586-2-2243

527 道森連 道森連第136号 ㈲渡辺造林 北海道 紋別郡遠軽町千代田335-6 0158-42-3771
528 道森連 道森連第137号 北海道ニッタ㈱ 北海道 中川郡幕別町新町115 0155-54-2206
529 道森連 道森連第138号 ㈲カネキ鈴木造材 北海道 旭川市忠和7条3丁目2番5号 0166-62-1899
530 道森連 道森連第139号 ㈲黒田重機 北海道 夕張郡栗山町字継立28番地79 0123-75-2457

531 道森連 道森連第140号 三浦組木材工業㈱ 北海道 虻田郡留寿都村字三ノ原17番地9 0136-46-3957
532 道森連 道森連第141号 日鉄鉱業㈱ 北海道 白老郡白老町字竹浦343番地9 0144-87-2791
533 道森連 道森連第142号 斉藤重興業 北海道 中川郡美深町字西町40番地 01656-2-1334
534 道森連 道森連第143号 ㈲中村組 北海道 中川郡美深町字北町2番地 01656-2-1322

535 道森連 道森連第144号 ㈱吉岡建設 北海道 空知郡南富良野町字幾寅 0167-39-7788
536 道森連 道森連第145号 ㈱森総 北海道 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-3122
537 道森連 道森連第146号 ㈲倉岡重機 北海道 勇払郡占冠村字中央 0167-56-2538
538 道森連 道森連第147号 南富林建㈲ 北海道 空知郡南富良野町字幾寅3301番3 0167-52-2180

539 道森連 道森連第148号 ㈲佐野林業 北海道 士別市西4条3丁目340番地5 0165-23-1974
540 道森連 道森連第149号 ㈲川奈野木材 北海道 沙流郡平取町字長知内56番地2 01457-5-5530
541 道森連 道森連第150号 田中林業 北海道 沙流郡平取町字長知内26番地10 01457-5-5530
542 道森連 道森連第151号 大西木材 北海道 沙流郡平取町字貫気別231番地7 01457-5-5125

543 道森連 道森連第152号 協同組合大雪 北海道 上川郡美瑛町字藤野第1 0166-68-7611
544 道森連 道森連第153号 ㈲菊地木材 北海道 紋別郡興部町字宇津102番地 0158-82-3718
545 道森連 道森連第154号 千歳林業㈱ 北海道 虻田郡倶知安町字琴平152番地27 0136-23-2112

546 道森連 道森連第155号 谷口木材 北海道 紋別郡西興部村中藻220-4 0158-87-2268
547 道森連 道森連第156号 ㈲中田産業 北海道 沙流郡日高町字豊郷257番地の1 01456-7-2133
548 道森連 道森連第157号 菱荒川薪炭造林産業㈱ 北海道 千歳市東東雲町1丁目6 0123-24-7638
549 道森連 道森連第158号 山本組木材㈱ 北海道 上川郡下川町南町150番地1 01655-4-2591

550 道森連 道森連第159号 ㈲川上木材 北海道 沙流郡平取町振内町52番地7 01567-3-3140
551 道森連 道森連第160号 青木組 北海道 勇払郡厚真町字幌内1016番地 0145-29-5212
552 道森連 道森連第161号 ㈲大清水木材 北海道 亀田郡七飯町上藤城292-5 0138-65-2018
553 道森連 道森連第162号 竹林木材工業㈱ 北海道 山越郡長万部町長万部72-15 0137-72-3161

554 道森連 道森連第163号 ㈲井内木材 北海道 上川郡美瑛町花園2丁目5番33号 0166-92-3613
555 道森連 道森連第164号 ㈲小谷内林業 北海道 上川郡美瑛町栄町3丁目 0166-92-0905
556 道森連 道森連第165号 ㈲丹羽林業 北海道 勇払郡厚真町字豊丘269番地の8 0145-28-3131
557 道森連 道森連第166号 ソライ 北海道 勇払郡厚真町京町138 0145-27-3433

558 道森連 道森連第167号 ㈲ナカザワ 北海道 帯広市西21条南2丁目57番11号 0155-33-9735
559 道森連 道森連第168号 ㈱矢口産業 北海道 紋別市南が丘町7丁目32番地の19 0158-23-6120
560 道森連 道森連第169号 高山林業 北海道 紋別市小向296-1番地 0158-57-2218
561 道森連 道森連第170号 ㈲北雄産業 北海道 北見市東相内町17番地62 0157-36-0878

562 道森連 道森連第171号 ㈲アイ．エス．ウッド 北海道 勇払郡安平町早来栄町91番地10 0145-22-3077
563 道森連 道森連第172号 石井木材㈱早来工場 北海道 勇払郡安平町早来新栄670番地 0145-22-3077
564 道森連 道森連第173号 ㈲山下林業 北海道 北斗市桜岱104-5 0138-73-7626
565 道森連 道森連第174号 浜林木材㈱ 北海道 上川郡美瑛町寿町2丁目1-30 0166-92-3564

566 道森連 道森連第175号 石井木材㈱ 北海道 茅部郡森町字駒ケ岳85番地1 01374-5-2701
567 道森連 道森連第176号 藤本林業㈱ 北海道 伊達市弄月町228番地の4 0142-25-4803
568 道森連 道森連第177号 寺島木材工業㈱ 北海道 夕張郡栗山町字継立418番地 01237-6-3221

569 道森連 道森連第178号 ㈲古丹別造林 北海道 苫前郡苫前町字古丹別186番地 0164-65-3306
570 道森連 道森連第179号 ㈱丸二西尾商店 北海道 紋別郡遠軽町大通南1丁目1-56 0158-42-8181
571 道森連 道森連第180号 大河原林業 北海道 紋別郡遠軽町寿町 0158-42-7603
572 道森連 道森連第181号 山大産業㈱ 北海道 苫小牧市末広町3丁目9番21号 0144-32-8184

573 道森連 道森連第182号 ㈱蔦森物産 北海道 苫小牧市若草町4丁目1番4号 0144-32-8101
574 帯広素生協 帯素生-01 北海林友㈱ 北海道 帯広市東2条南11丁目20番地 0155-26-2555
575 帯広素生協 帯素生-02 王木林材㈱十勝出張所 北海道 上川郡新得町屈足幸町西2丁目10-1 01566-5-3638
576 帯広素生協 帯素生-03 今井林業㈱ 北海道 川上郡弟子屈町鈴蘭6丁目4番1号 01548-2-2289

577 帯広素生協 帯素生-04 ㈲佐-木林業 北海道 足寄郡陸別町字陸別基線308 01562-7-2107
578 帯広素生協 帯素生-05 ㈱イエツネ 北海道 足寄郡足寄町西町7丁目2番地 01562-5-2088
579 帯広素生協 帯素生-06 米川木材㈱ 北海道 足寄郡足寄町北3条1丁目14番地 01562-5-2321
580 帯広素生協 帯素生-07 ㈱北都 北海道 釧路市川上町10丁目2番地 0154-22-3353

581 帯広素生協 帯素生-08 北都物産㈱足寄営業所 北海道 足寄郡足寄町南6条7丁目 01562-5-2640
582 日合商 東北-0003 ㈱丸五 青森県 三戸郡五戸町字天満後39-6
583 日合商 東北-0004 ㈱本田建材店 青森県 青森市大字荒川字松尾34-1
584 日合商 東北-0012 ㈲小菊製材所 青森県 上北郡おいらせ町下明堂55番地

585 日合商 東北-0013 南部木材㈱ 青森県 八戸市大字河原木字海岸18番地5
586 日合商 東北-0014 ㈲堀建材センタ- 青森県 三沢市大字三沢字堀口17番地124
587 日合商 東北-0015 ㈱小畑材木店 青森県 青森市大字浜館字間瀬36番地1
588 日合商 東北-0017 ㈲村舘建材店 青森県 むつ市苫生町一丁目2番23号

589 日合商 東北-0018 ㈱旭建材 青森県 上北郡野辺地町字上川原22-3
590 日合商 東北-0019 ㈱今材木店 青森県 青森市大字合子沢字山崎295-3
591 日合商 東北-0020 ㈱秋田商会 青森県 青森市長島三丁目11番10号

592 日合商 東北-0021 ㈱熊谷 青森県 東津軽郡今別町大字今別字中沢285の2
593 全木連 全木連第02号 青森県木材協同組合 青森県 青森市大字高田字川瀬104-1 017-739-8761
594 全森連 全森合認02号 青森県森林組合連合会 青森県 青森市松原1-16-25 0177-23-2657
595 全素協 全素協-017 青森県森林整備事業協同組合 青森県 青森市大字駒込字桐ノ沢129-1 017-743-5411

596 日集協 22 杉山木材㈱ 青森県 青森市東造道3-11-28 017-736-5361
597 日集協 61 小館木材㈱ 青森県 青森市大字油川字千刈127-20 017-788-8125
598 青森県木協 青森県木協001 齋藤木材㈱ 青森県 青森市沖館3-10-1 017-781-1148
599 青森県木協 青森県木協002 駒井木材㈱ 青森県 青森市大谷字山ノ内16-1 017-762-4004

600 青森県木協 青森県木協003 小館木材㈱ 青森県 青森市油川字千刈127-20 017-788-8125
601 青森県木協 青森県木協004 工藤秀製材所 青森県 青森市左堰字大科4 017-754-3552
602 青森県木協 青森県木協005 丸重木材工業㈱ 青森県 青森市油川字柳川1-3 017-788-3231
603 青森県木協 青森県木協006 杉山木材㈱ 青森県 青森市東造道3-11-28 017-744-1141

604 青森県木協 青森県木協007 福士木材㈱ 青森県 青森市港町3-11-21 017-741-6438
605 青森県木協 青森県木協008 ㈱青森ホ-ムコンポ-ネント 青森県 青森市油川字柳川1-3 017-788-6483
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606 青森県木協 青森県木協009 相内木材㈱ 青森県 五所川原市相内字露草131 0173-62-2003
607 青森県木協 青森県木協010 ㈲浜田製材所 青森県 五所川原市十三通行道103-108 0173-62-2145
608 青森県木協 青森県木協011 笹山木材㈱ 青森県 五所川原市脇元赤川257-2 0173-62-2840

609 青森県木協 青森県木協012 木村産業㈲ 青森県 五所川原市磯松唐皮31 0173-62-3425
610 青森県木協 青森県木協013 アジモク 青森県 西津軽郡鯵ヶ沢町舞戸町字東阿部野114-6 0173-72-3242
611 青森県木協 青森県木協014 ㈱盛興業社製材所 青森県 青森市大野字前田63 017-739-6267
612 青森県木協 青森県木協015 石塚木材㈱ 青森県 むつ市大畑町庚申堂48 0175-34-3737

613 青森県木協 青森県木協016 ㈲村口産業 青森県 下北郡風間浦村易国間字大川目6-7 0175-35-2147
614 青森県木協 青森県木協017 山王林産㈲ 青森県 三戸郡三戸町目時字中野107 0179-22-2040
615 青森県木協 青森県木協018 八戸チップ工業㈱ 青森県 八戸市上野字堀端21-1 0178-27-3074

616 青森県木協 青森県木協019 加賀木材工業㈱ 青森県 上北郡七戸町字中野50 0176-68-2033
617 青森県木協 青森県木協020 ㈲山内製材所 青森県 上北郡おいらせ町中平下長根山1-824 0178-56-2746
618 青森県木協 青森県木協021 軽米木材㈲ 青森県 三戸郡五戸町豊間内字地蔵平1-282 0178-62-2745
619 青森県木協 青森県木協022 南部木材㈱ 青森県 八戸市河原木字海岸18-5 0178-21-2310

620 青森県木協 青森県木協023 ㈱山口製材所 青森県 三戸郡南部町剣吉字大坊6-20 0178-75-0065
621 青森県木協 青森県木協024 西舘木材産業㈱ 青森県 三戸郡南部町高瀬字上川原13-5 0178-76-2203
622 青森県木協 青森県木協025 ㈱丸五 青森県 三戸郡五戸町字天満後39-6 0178-62-2004
623 青森県木協 青森県木協026 ㈲小菊製材所 青森県 上北郡おいらせ町下明堂55 0178-52-2043

624 青森県木協 青森県木協027 丸栄木材㈱ 青森県 八戸市長苗代字紺屋町18-1 0178-27-2688
625 青森県木協 青森県木協028 ㈲オ-エム 青森県 上北郡横浜町字三保野178-5 0175-76-1900
626 青森県木協 青森県木協029 協同組合ウッドテック 青森県 むつ市大畑町筒万坂36 0175-34-3737
627 青森県木協 青森県木協030 川村木材産業㈱ 青森県 青森市古舘字大柳64-3 017-742-2002

628 青森県木協 青森県木協031 日東産業㈱ 青森県 南津軽郡田舎館村前田屋敷字村元110-1 0172-58-2855
629 青森県木協 青森県木協032 ㈲エ-リン 青森県 上北郡野辺地町字白岩37-25 0178-62-5151
630 青森県木協 青森県木協033 ㈲藤田製材所 青森県 つがる市木造越水長谷川54-5 0173-26-2051
631 青森県木協 青森県木協034 梶浦製材・チップ工場 青森県 五所川原市金木町芦野365-724 0173-52-3683

632 青森県木協 青森県木協035 木村産業㈱ 青森県 北津軽郡鶴田町大字横萢矢留崎147 0173-28-2005
633 青森県木協 青森県木協036 ㈱新宅製材所 青森県 南津軽郡大鰐町大鰐191 0172-48-3271
634 青森県木協 青森県木協037 ㈱奥村木材 青森県 十和田市三本木字佐井幅172-6 0176-23-6128

635 青森県木協 青森県木協038 ㈱わかもと 青森県 十和田市伝法寺字大窪92-5 0176-28-2244
636 青森県木協 青森県木協039 ㈲木村製材所 青森県 五所川原市金木町芦野321-3 0173-53-3121
637 青森県木協 青森県木協040 ㈲蓬田製材所 青森県 東津軽郡蓬田村蓬田字宮本44 0174-27-2013
638 青森県木協 青森県木協041 ㈲中西製材所 青森県 五所川原市金木町朝日山115-1 0173-53-3222

639 青森県木協 青森県木協042 青森木材防腐㈱ 青森県 上北郡七戸町字原久保95-37 0176-62-6464
640 青森県木協 青森県木協043 津軽北部木材加工協同組合 青森県 北津軽郡中泊町薄市字沖原115-101 0173-57-5510
641 青森県木協 青森県木協044 ㈲工藤建材製材部 青森県 三戸郡三戸町梅内字桐萩237 0179-23-3402
642 青森県木協 青森県木協045 ㈲島木材工業 青森県 下北郡大間町大間字蛇浦道11-7 0175-37-2071

643 青森県森連 八戸市森林組合 青森県 八戸市卸センター二丁目4の21 0178-21-8157
644 青森県森連 三八地方森林組合 青森県 三戸郡三戸町大字川守田字大沢21-4 0179-22-2615
645 青森県森連 上十三地区森林組合 青森県 十和田市西二十二番町4-9 0176-23-5011
646 青森県森連 大平森林組合 青森県 十和田市東四番町6-10 0176-22-4768

647 青森県森連 上北森林組合 青森県 上北郡天間林村大字天間舘字森ノ上87-1 0176-69-1200
648 青森県森連 横浜町森林組合 青森県 上北郡横浜町字寺下69 0175-78-2146
649 青森県森連 東北町森林組合 青森県 上北郡東北町字塔ノ沢山496-1 0175-63-2511
650 青森県森連 東通村森林組合 青森県 下北郡東通村大字砂子又字沢内9-35 0175-22-5656

651 青森県森連 下北地方森林組合 青森県 むつ市金谷一丁目2-32 0175-22-1041
652 青森県森連 森林組合あおもり 青森県 青森市大字高田字日野26-2 017-739-1310
653 青森県森連 北津軽森林組合 青森県 五所川原市鎌谷町523-13 0173-35-2507
654 青森県森連 弘前地方森林組合 青森県 弘前市大字境関字亥の宮35-13 0172-28-3305

655 青森県森連 つがる森林組合 青森県 西津軽郡鯵ヶ沢町大字北浮田町字平野157 0173-72-2436
656 青森森整協 青森整-01 上磯林業㈱ 青森県 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田22-1 0174-22-2229
657 青森森整協 青森整-02 ㈲唐川造材部 青森県 東津軽郡今別町大字大川平字村元33-2 0174-35-2511

658 青森森整協 青森整-03 ㈲前田林業 青森県 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国品吉95 0174-22-2350
659 青森森整協 青森整-04 ㈱高橋林業土木 青森県 五所川原市十三通行道108-1 0173-62-2161
660 青森森整協 青森整-05 ㈲三直林業 青森県 北津軽郡中泊町大字今泉字布引115-13 0173-58-2946
661 青森森整協 青森整-06 ㈱成田林業土木 青森県 北津軽郡中泊町大字薄市字沖原115-101 0173-58-2842

662 青森森整協 青森整-07 ㈲伊藤林業土木 青森県 五所川原市金木町嘉瀬上端山崎79 0173-52-3033
663 青森森整協 青森整-08 天徳林産㈱ 青森県 西津軽郡鯵ヶ沢町大字種里町字有原150 0173-79-2405
664 青森森整協 青森整-09 ㈱平沢事業所 青森県 西津軽郡深浦町大字森山字松浦1 0173-77-2148
665 青森森整協 青森整-10 ㈲マル先･先崎林業 青森県 弘前市大字南富田町10-10 0172-84-2146

666 青森森整協 青森整-11 ㈲白川林産 青森県 平川市碇ヶ関久吉蕷ヶ平99 0172-46-2554
667 青森森整協 青森整-12 ㈲斉藤林業 青森県 南津軽郡大鰐町大字早瀬野字小金沢90-1 0172-48-2910
668 青森森整協 青森整-13 ㈱木島林業 青森県 むつ市川内町高野川19-1 0175-42-3127
669 青森森整協 青森整-14 杉本林業㈱ 青森県 むつ市川内町字銀杏木69 0175-42-2042

670 青森森整協 青森整-15 大畑開発㈱ 青森県 むつ市大畑町中島108-71 0175-34-2755
671 青森森整協 青森整-16 ㈲畑中林業 青森県 むつ市大字関根字南関根206-4 0175-23-5411
672 青森森整協 青森整-17 斗南産業㈱ 青森県 むつ市中央二丁目13-22 0175-24-1916
673 青森森整協 青森整-18 ㈲川崎造材 青森県 むつ市大畑町湯坂下37-7 0175-34-2182

674 青森森整協 青森整-19 ㈲名久井林業 青森県 むつ市横迎町1-8-43 0175-22-1186
675 青森森整協 青森整-20 ㈲鈴木林業 青森県 むつ市大字関根字北関根の内休場346-28 0175-25-2510
676 青森森整協 青森整-21 ㈲江口林業 青森県 むつ市大字松原町7-14 0175-22-9880
677 青森森整協 青森整-22 葛西産業㈱ 青森県 上北郡六ヶ所村大字尾鮫字穴沢24 0175-72-2955

678 青森森整協 青森整-23 北奥林業㈱ 青森県 上北郡野辺地町字鳴沢27-67 0175-64-2216
679 青森森整協 青森整-24 野辺地林業㈲ 青森県 上北郡野辺地町字大月平67-51 0175-64-3417
680 青森森整協 青森整-25 ㈱倉岡素材造林 青森県 上北郡七戸町字古屋敷117-9 0176-62-6529

681 青森森整協 青森整-26 ㈱坪造林 青森県 上北郡七戸町字後平126-279 0176-68-2605
682 青森森整協 青森整-27 東北町森林組合 青森県 上北郡東北町字塔ノ沢山496-1 0175-63-2511
683 青森森整協 青森整-28 ㈲山崎木材 青森県 三戸郡三戸町大字梅内字竹林145-2 0179-22-2481
684 青森森整協 青森整-29 上北森林組合 青森県 上北郡七戸町字森ノ上87-1 0176-69-1200

685 青森森整協 青森整-30 ㈲秋田谷林業 青森県 北津軽郡中泊町大字今泉字神山64 0173-58-2340
686 岩手素流協 素流協-201 ㈱木島林業 青森県 むつ市川内町大字川内字高野川19-1 0175-42-3127
687 岩手素流協 素流協-202 杉本林業㈱ 青森県 むつ市川内町大字川内字銀杏木69 0175-42-2042
688 岩手素流協 素流協-203 ㈲川崎造材 青森県 むつ市大畑町湯坂下37-7 0175-34-2182

689 岩手素流協 素流協-205 青森県国有林材生産協同組合 青森県 青森市大字滝沢字住吉1番地2 017-726-6305
690 岩手素流協 素流協-206 ㈱高橋林業 青森県 八戸市南郷区大字市野沢字三合山41-43 0178-82-3192
691 表示推進協 21401 ㈲マルヒ製材 岩手県 久慈市夏井町大崎第15地割1番地1 0194-53-2800
692 全森連 全森合認03号 岩手県森林組合連合会 岩手県 盛岡市中央通り3-15-17 019-654-4411

693 全市連 全市連030-01 ナイス㈱盛岡営業所 岩手県 岩手
694 全素協 全素協-019 岩手県素材流通協同組合 岩手県 盛岡市菜園1丁目3番6号農林会館 019-652-7227
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695 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 25 (株)カリヤ 岩手県 宮古市刈屋13-11-2 0193-72-2255
696 日合連 JPMA06-103 ホクヨープライウッド㈱宮古工

場
岩手県 宮古市磯鶏2丁目3番1号

697 日合連 JPMA06-104 北日本プライウッド㈱大船渡工
場

岩手県 大船渡市大船渡町字中港3

698 日合連 JPMA06-105 ㈱カリヤ刈屋工場 岩手県 宮古市刈屋13地割11番地2
699 日合連 JPMA06-106 大船渡プライウッド㈱大船渡工

場
岩手県 大船渡市大船渡町字砂森2-20

700 日集協 6 三陸木材高次加工協同組合 岩手県 気仙郡住田町世田米宇田谷14-2 0192-49-1088
701 日集協 15 日本車輌製造㈱ 岩手県 盛岡市上堂3-8-44 019-648-6161

702 日集協 31 岡野木材㈱集成材工場 岩手県 久慈市侍浜町字本町9-133-1 0194-58-3180
703 日集協 39 （協）遠野グルーラム 岩手県 遠野市青笹町中沢8-59-8 0198-62-7998
704 日集協 42 (有)日本木材工業 岩手県 下閉伊郡岩泉町二升石字貝内野5-9 0194-22-4611
705 日集協 63 ㈱ウッティかわい 岩手県 下閉伊郡川井村川井第6地割35 0193-76-2324

706 岩手木産協 岩木産協18-1号 ㈲鈴木製材所 岩手県 遠野市綾織町下綾織28-40 0198-62-6715
707 岩手木産協 岩木産協18-2号 ㈱一戸製材所 岩手県 二戸郡一戸町高善寺字古舘平40-2 0195-33-2321
708 岩手木産協 岩木産協18-3号 ㈱オノダ 岩手県 奥州市水沢区真城字北舘17 0197-25-3978
709 岩手木産協 岩木産協18-4号 協同組合リッチヒル遠野 岩手県 遠野市青笹町中沢5-11 0198-62-0071

710 岩手木産協 岩木産協18-5号 ㈱工藤材木店 岩手県 盛岡市上堂3丁目2-15 019-646-3215
711 岩手木産協 岩木産協18-6号 ㈲二和木材 岩手県 岩手郡滝沢村滝沢字後268-56 019-688-4643
712 岩手木産協 岩木産協18-7号 東北林産㈱ 岩手県 八幡平市平舘11-6-1 0195-74-2414
713 岩手木産協 岩木産協18-8号 ㈲高吟製材所 岩手県 岩手郡葛巻町葛巻12-24-6 0195-66-2941

714 岩手木産協 岩木産協18-9号 ㈲千葉材木店 岩手県 一関市室根町矢越字千刈田41-3 0191-64-2323
715 岩手木産協 岩木産協18-10号 （資）松原製材所 岩手県 一関市萩荘字松原150 0191-29-2752
716 岩手木産協 岩木産協18-11号 ㈲東山興業 岩手県 一関市東山町長坂字東本町210 0191-47-2091
717 岩手木産協 岩木産協18-12号 進誠産業㈱大船渡工場 岩手県 大船渡市大船渡町字中港3番地の6 0192-26-4440

718 岩手木産協 岩木産協18-13号 ㈱中川原商店 岩手県 八幡平市荒屋新町215-1 0195-72-2033
719 岩手木産協 岩木産協18-14号 岡野木材㈱ 岩手県 久慈市川貫6-2-16 0194-52-3331
720 岩手木産協 岩木産協18-15号 ㈱柴田木材 岩手県 二戸市石切所字前田24-5 0195-23-2255

721 岩手木産協 岩木産協18-16号 岩手木材市場協同組合 岩手県 紫波郡矢巾町流通センタ-南2丁目5-6 019-638-5075
722 岩手木産協 岩木産協18-17号 平舘木材㈲ 岩手県 八幡平市平舘第17地割4番地 0195-74-2611
723 岩手木産協 岩木産協18-18号 ㈱玉山製材所 岩手県 盛岡市玉山区日戸字鷹高50番地の18 019-685-2006
724 岩手木産協 岩木産協18-19号 木材店ハセガワ 岩手県 宮古市赤前1-86-1 0193-67-9023

725 岩手木産協 岩木産協18-20号 ㈲森谷材木店 岩手県 気仙郡住田町世田米字大崎52番地 0192-46-2120
726 岩手木産協 岩木産協18-21号 ㈲ASA・不燃木材合板 岩手県 久慈市大川目町3-31-1 0194-55-2321
727 岩手木産協 岩木産協18-22号 ㈲樋口製材所 岩手県 二戸市浄法寺町サイカツ田12番地3 0195-38-2121
728 岩手木産協 岩木産協18-23号 ㈲稲村製材所 岩手県 岩手郡岩手町江刈内7-1-1 0195-62-4211

729 岩手木産協 岩木産協18-24号 三陸木材高次加工（協） 岩手県 気仙郡住田町世田米字田谷14-2 0192-49-1088
730 岩手木産協 岩木産協18-25号 ㈲川井林業 岩手県 下閉伊郡川井村大字川井2-2 0193-76-2131
731 岩手木産協 岩木産協18-26号 ㈲前名チップ工場 岩手県 一関市大東町摺沢字沼田5番地7 0191-75-2419
732 岩手木産協 岩木産協18-27号 柴田産業 岩手県 二戸郡一戸町鳥越字上野平17 0195-32-2043

733 岩手県森連 岩森合第01号 盛岡市森林組合 岩手県 盛岡市紺屋町2-9 019-624-0259
734 岩手県森連 岩森合第02号 岩手中央森林組合 岩手県 岩手郡雫石町寺の下49-1 019-692-2981
735 岩手県森連 岩森合第03号 葛巻町森林組合 岩手県 岩手郡葛巻町葛巻14-37 0195-66-2533
736 岩手県森連 岩森合第04号 花巻市森林組合 岩手県 花巻市花城町2-21 0198-23-5187

737 岩手県森連 岩森合第05号 大迫町森林組合 岩手県 花巻市大迫町内川目36-42 0198-48-5311
738 岩手県森連 岩森合第06号 石鳥谷町森林組合 岩手県 花巻市石鳥谷町八幡4-161 0198-45-3308
739 岩手県森連 岩森合第07号 東和町森林組合 岩手県 花巻市東和町土沢8区353 0198-42-2407
740 岩手県森連 岩森合第08号 北上市森林組合 岩手県 北上市川岸二丁目12-28 0197-63-6618

741 岩手県森連 岩森合第09号 湯田森林組合 岩手県 和賀郡西和賀町川尻40-40-201 0197-82-2135
742 岩手県森連 岩森合第10号 沢内村森林組合 岩手県 和賀郡西和賀町沢内字泉沢29-2-54 0197-85-3221
743 岩手県森連 岩森合第11号 水沢地方森林組合 岩手県 奥州市衣川区日向60-2 0197-52-3001

744 岩手県森連 岩森合第12号 江刺市森林組合 岩手県 奥州市江刺区西大通り4-10 0197-35-2067
745 岩手県森連 岩森合第13号 一関地方森林組合 岩手県 一関市赤荻字槻本290 0191-33-2030
746 岩手県森連 岩森合第14号 東磐井地方森林組合 岩手県 一関市大東町摺沢字百目木165-7 0191-75-3100
747 岩手県森連 岩森合第15号 気仙地方森林組合 岩手県 気仙郡住田町世田米字川向99-1 0192-46-2621

748 岩手県森連 岩森合第16号 陸前高田市森林組合 岩手県 陸前高田市竹駒町字十日市場8-10 0192-55-3258
749 岩手県森連 岩森合第17号 遠野地方森林組合 岩手県 遠野市青笹町中沢8-58-2 0198-62-4054
750 岩手県森連 岩森合第18号 釜石地方森林組合 岩手県 釜石市只越町二丁目2-3 0193-22-1475
751 岩手県森連 岩森合第19号 宮古地方森林組合 岩手県 宮古市舘合町3-3 0193-62-1954

752 岩手県森連 岩森合第20号 岩泉町森林組合 岩手県 下閉伊郡岩泉町岩泉字天間17-1 0194-22-2529
753 岩手県森連 岩森合第21号 田野畑村森林組合 岩手県 下閉伊郡田野畑村羅賀251-1 0194-33-2811
754 岩手県森連 岩森合第22号 久慈地方森林組合 岩手県 久慈市長内町42-9-7 0194-52-3400
755 岩手県森連 岩森合第23号 野田村森林組合 岩手県 九戸郡野田村大字野田19-26-6 0194-78-2277

756 岩手県森連 岩森合第24号 二戸地方森林組合 岩手県 二戸市石切所字船場19-1 0195-23-3748
757 岩手県森連 岩森合第25号 浄安森林組合 岩手県 二戸市浄法寺町樋田34-3 0195-38-2721
758 岩手素流協 素流協-001 荒川商事㈲ 岩手県 二戸市堀野字大川原毛91-2 0195-23-6331
759 岩手素流協 素流協-002 ㈲泉林業 岩手県 気仙郡住田町世田米字田谷54 0192-46-2626

760 岩手素流協 素流協-004 岩手県国有林材生産協同組合連
合会

岩手県 盛岡市菜園1丁目3-6農林会館 019-626-7631

761 岩手素流協 素流協-005 岩手県造林事業協同組合 岩手県 盛岡市大沢川原2丁目5-38 019-651-5522
762 岩手素流協 素流協-006 ㈲岩手木材運送 岩手県 岩手郡岩手町大字五日市12-58-14 0195-62-3044

763 岩手素流協 素流協-007 小笠原林業 岩手県 八幡平市叺田144-3 0195-72-3552
764 岩手素流協 素流協-008 小野寺木材㈱ 岩手県 盛岡市下ノ橋町4-8 019-622-3560
765 岩手素流協 素流協-009 ㈱鹿児島屋 岩手県 大船渡市三陸町越喜来字甫峰45-12 0192-44-3170

766 岩手素流協 素流協-010 小岩井農牧㈱ 岩手県 岩手郡雫石町丸谷地36-1山林部 019-692-3148
767 岩手素流協 素流協-011 ㈱昭林 岩手県 盛岡市南大通り2丁目10-28 019-624-2103
768 岩手素流協 素流協-012 ㈲白椛林業 岩手県 岩手郡岩手町大字川口44-15-2 0195-61-1166
769 岩手素流協 素流協-013 ㈲佐-木農林 岩手県 上閉伊郡大槌町須賀町10-5 0193-42-3781

770 岩手素流協 素流協-014 ㈱佐藤木材 岩手県 奥州市衣川区下衣川字池田2 0197-52-3416
771 岩手素流協 素流協-015 ㈲杉本造林 岩手県 八幡平市兄川170-3 0195-73-3112
772 岩手素流協 素流協-016 住田素材生産業協同組合 岩手県 気仙郡住田町世田米字田谷54 0192-46-2626
773 岩手素流協 素流協-018 ト-ア木材㈱ 岩手県 下閉伊郡岩泉町浅内字川崎9-1 0194-22-3164

774 岩手素流協 素流協-020 明和フォレステック㈲ 岩手県 奥州市胆沢区若柳字箸塚34技建ﾋﾞﾙ 0197-46-4705
775 岩手素流協 素流協-021 ㈲谷地林業 岩手県 久慈市山形町大字荷軽部3-18 0194-72-2221
776 岩手素流協 素流協-022 ㈲山一木材 岩手県 一関市赤荻字笹谷249-1 0191-24-2215
777 岩手素流協 素流協-023 横澤林業 岩手県 岩手郡岩手町大字五日市9-46-5 0195-62-4750

778 岩手素流協 素流協-024 ㈱吉本岩泉事業所 岩手県 下閉伊郡岩泉町浅内字松野45-12 0194-22-3665
779 岩手素流協 素流協-025 渡辺材木店 岩手県 紫波郡紫波町日詰字郡山駅198 019-672-2750
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780 岩手素流協 素流協-026 高橋木材 岩手県 花巻市大迫町大迫4-75 0198-48-2759
781 岩手素流協 素流協-027 高橋巌 岩手県 花巻市湯本14-186 0198-45-6689
782 岩手素流協 素流協-029 ㈲藤倉木材 岩手県 岩手郡滝沢村鵜飼字滝向6-1 019-684-3724

783 岩手素流協 素流協-030 松村林業 岩手県 岩手郡滝沢村滝沢字砂込61-2 019-688-3446
784 岩手素流協 素流協-031 ㈲松田林業 岩手県 気仙郡住田町世田米字日向8-3 0192-46-2533
785 岩手素流協 素流協-032 ㈲加藤木材店 岩手県 花巻市大迫町大迫3-167-1 0198-48-2373
786 岩手素流協 素流協-033 伊藤林業 岩手県 八幡平市平笠11-64-2 0195-76-3697

787 岩手素流協 素流協-034 ㈲津田商店 岩手県 奥州市江刺区八日町2丁目3-9 0197-35-2231
788 岩手素流協 素流協-035 ㈲江刺屋林業 岩手県 気仙郡住田町世田米字赤畑4-4 0192-46-3680
789 岩手素流協 素流協-036 橋本林業 岩手県 気仙郡住田町世田米字本町14-2 0192-46-3469

790 岩手素流協 素流協-037 ㈲佐藤木材 岩手県 気仙郡住田町世田米字子飼沢8番地2 0192-47-2005
791 岩手素流協 素流協-038 平山林業 岩手県 大船渡市日頃市町字下宿99-4 0192-28-2110
792 岩手素流協 素流協-039 中嶋守 岩手県 宮古市津軽石5-26 0193-67-2627
793 岩手素流協 素流協-040 岩渕木材 岩手県 陸前高田市矢作町字越戸内8番地 0192-54-2228

794 岩手素流協 素流協-041 ㈲三栄興業 岩手県 遠野市附馬牛町上附馬牛4地割14番地3 0198-64-2268
795 岩手素流協 素流協-043 丸巳林産㈱ 岩手県 北上市大通り2丁目6-34 0197-63-4136
796 日合商 東北-0002 ㈱ハ-モテック 宮城県 仙台市泉区長命ヶ丘二丁目22番地の8号
797 日合商 東北-0007 中川木材商事㈱ 宮城県 仙台市宮城野区中野字曲田183番地

798 日合商 東北-0008 大蔵産業㈱ 宮城県 登米市迫町北方字舟橋前111番地の2
799 日合商 東北-0010 ヤマモト木材㈲ 宮城県 登米市迫町佐沼字大網227番地の8
800 日合商 東北-0011 仙南ベニヤ㈱ 宮城県 亘理郡山元町大平字畑中9番地の2
801 NPC ＮＰＣ（認）第

0017号
イビケンウッドテック㈱仙台工
場

宮城県 仙台市宮城野区日の出町2-5-3

802 NPC ＮＰＣ（認）第
0022号

大伸産業㈱ 宮城県 岩沼市空港南2丁目2-1

803 日木輸 輸入協-022 石巻合板工業㈱ 宮城県 石巻市潮見町4-3

804 全森連 全森合認04号 宮城県森林組合連合会 宮城県 仙台市青葉区上杉2-4-46 022-225-5991
805 全市連 全市連040-01 ㈱仙台木材市場 宮城県 宮城
806 全市連 全市連040-02 ナイス㈱東北木材営業所 宮城県 宮城

807 全市連 全市連040-03 ㈱角繁宮城営業所 宮城県 宮城
808 全市連 全市連040-04 ㈲シキヤマ宮城 宮城県 宮城
809 全素協 全素協-022 宮城県素材生産協同組合 宮城県 仙台市青葉区東照宮1丁目8-8宮城県木材会館 022-233-9777
810 日合連 JPMA06-107 石巻合板工業㈱本社工場 宮城県 石巻市潮見町4番地3

811 日合連 JPMA06-108 石巻合板工業㈱西浜工場 宮城県 石巻市西浜町1-21
812 日合連 JPMA06-109 セイホク㈱石巻工場 宮城県 石巻市潮見町2番地の1
813 日合連 JPMA06-110 セイホク㈱石巻第三工場 宮城県 石巻市潮見町4番地の4
814 日合連 JPMA06-111 西北プライウッド㈱石巻工場 宮城県 石巻市西浜町1番16号

815 日合連 JPMA06-112 東京ボード工業㈱石巻工場 宮城県 石巻市西浜町1番地の16
816 宮城県木協 宮城県木協第001

号
㈲丸敏材木店 宮城県 仙台市泉区松森字沢目18-1 022-372-3648

817 宮城県木協 宮城県木協第002
号

ヤマモト木材㈲ 宮城県 登米市迫町佐沼字大網227-8 0220-22-2421

818 宮城県木協 宮城県木協第003
号

㈱佐藤製材所 宮城県 栗原市築館伊豆2-4-2 0228-22-2341

819 宮城県木協 宮城県木協第004
号

㈱チバミン 宮城県 大崎市古川駅東1-5-11 0229-22-0291

820 宮城県木協 宮城県木協第005
号

㈲安倍製材所 宮城県 東松島市矢本字関の内24-2 0225-82-2023

821 宮城県木協 宮城県木協第006
号

㈱幸田屋商店 宮城県 石巻市不動町2-12-4 0225-93-0220

822 宮城県木協 宮城県木協第007
号

鬼首振興㈱ 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字原35 0229-86-2321

823 宮城県木協 宮城県木協第008
号

㈲鈴木材木店 宮城県 登米市東和町米川字寺内47 0220-45-2723

824 宮城県木協 宮城県木協第009
号

㈲日野製材所 宮城県 登米市津山町柳津字本町259-21 0225-69-2147

825 宮城県木協 宮城県木協第010
号

津山小径木加工生産組合 宮城県 登米市津山町横山字寺倉157 0225-69-2752

826 宮城県木協 宮城県木協第011
号

㈱ザイエンス塩釜製造所 宮城県 塩釜市中の島4-13 022-365-0151

827 宮城県木協 宮城県木協第012
号

山三工業㈱ 宮城県 仙台市宮城野区日の出町3-8-4 022-231-3181

828 宮城県木協 宮城県木協第013
号

㈱岩井太助商店 宮城県 仙台市太白区西多賀5-19-3 022-245-2131

829 宮城県木協 宮城県木協第014
号

栗駒木材㈱ 宮城県 栗原市鶯沢袋島巡44-1 0228-55-2121

830 宮城県木協 宮城県木協第015
号

鈴寛木材㈱ 宮城県 石巻市和渕字梨木畑12 0225-72-2211

831 宮城県木協 宮城県木協第016
号

㈱岩渕製材所 宮城県 登米市東和町米川字飯土井5-1 0220-45-2134

832 宮城県木協 宮城県木協第017
号

㈲米澤製材所 宮城県 柴田郡川崎町大字今宿字前坂9 0224-84-4046

833 宮城県木協 宮城県木協第018
号

㈱仙建 宮城県 仙台市宮城野区扇町5-9-12 022-232-0961

834 宮城県木協 宮城県木協第019
号

㈱渋谷木材店 宮城県 名取市愛島笠島字桜町22 022-384-4282

835 宮城県木協 宮城県木協第020
号

宮城十條林産㈱白石工場 宮城県 仙台市青葉区八幡3-2-7 022-261-2151

836 宮城県木協 宮城県木協第021
号

宮城県内陸製材協同組合 宮城県 黒川郡大衡村大衡字萱刈場184-7 022-345-5521

837 宮城県木協 宮城県木協第022
号

丸平木材㈱ 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字大森30-1 0226-46-3113

838 宮城県木協 宮城県木協第023
号

㈱佐藤製材所 宮城県 登米市津山町柳津字町9-2 0225-68-2203

839 宮城県木協 宮城県木協第024
号

㈱山大 宮城県 石巻市潮見町2-3 0225-93-1111

840 宮城県木協 宮城県木協第025
号

㈱グリ-ンハウザ- 宮城県 仙台市宮城野区中野字上小袋田18-1 022-254-4172
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841 宮城県木協 宮城県木協第026
号

㈱グリ-ンハウザ-大衡事業所 宮城県 黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋231-1 022-344-3121

842 宮城県木協 宮城県木協第027
号

兼松日産農林㈱仙台事業所 宮城県 黒川郡大衡村大瓜字平場23-126 022-345-4239

843 宮城県木協 宮城県木協第028
号

㈱仙北製材所 宮城県 大崎市古川若葉町2-11-46 0229-24-0222

844 宮城県木協 宮城県木協第029
号

伊藤木材 宮城県 石巻市中野字大屋敷125 0225-62-3329

845 宮城県木協 宮城県木協第030
号

㈱ホ-ム建材店 宮城県 仙台市宮城野区苦竹2-7-5 022-284-7867

846 宮城県木協 宮城県木協第031
号

㈲村井林業 宮城県 白石市郡山字虎子沢山5-43 0224-25-1029

847 宮城県木協 宮城県木協第032
号

㈱タカカツ 宮城県 大崎市古川休塚字新西田38-1 0229-28-1000

848 宮城県木協 宮城県木協第033
号

㈱三善材木店 宮城県 塩釜市新富町13-1 022-362-8277

849 宮城県木協 宮城県木協第034
号

木村木材㈱ 宮城県 遠田郡涌谷町字本町55 0229-42-2811

850 宮城県森連 宮森合認第01号 七ヶ宿町森林組合 宮城県 刈田郡七ヶ宿町関136-1 0224-37-2314
851 宮城県森連 宮森合認第02号 白石蔵王森林組合 宮城県 白石市福岡長袋字岩崎81-6 0224-25-2721
852 宮城県森連 宮森合認第03号 仙南中央森林組合 宮城県 角田市梶賀字高畑北153 0224-62-2214
853 宮城県森連 宮森合認第04号 川崎町森林組合 宮城県 柴田郡川崎町前川字北原21-1 0224-84-4422

854 宮城県森連 宮森合認第05号 丸森町森林組合 宮城県 伊具郡丸森町田町南1-1 0224-72-1162
855 宮城県森連 宮森合認第06号 宮城中央森林組合 宮城県 仙台市泉区市名坂字万吉前19-1 022-372-3640
856 宮城県森連 宮森合認第07号 黒川森林組合 宮城県 黒川郡大和町落合松坂字直南沢39-23 022-345-2203
857 宮城県森連 宮森合認第08号 大崎森林組合 宮城県 大崎市岩出山下野目字長田129-1 0229-72-1412

858 宮城県森連 宮森合認第09号 栗駒高原森林組合 宮城県 栗原市栗駒桜田街道西11-96 0228-45-3311
859 宮城県森連 宮森合認第10号 東和町森林組合 宮城県 登米市東和町米川字小田110-1 0220-45-2106
860 宮城県森連 宮森合認第11号 登米町森林組合 宮城県 登米市登米町日根牛小池100 0220-52-2075

861 宮城県森連 宮森合認第12号 津山町森林組合 宮城県 登米市津山町柳津字小麻78 0225-68-3052
862 宮城県森連 宮森合認第13号 南三陸森林組合 宮城県 本吉郡南三陸町志津川字天王山138-3 0226-46-3119
863 宮城県森連 宮森合認第14号 本吉町森林組合 宮城県 本吉郡本吉町坊の倉8-1 0226-42-3516
864 宮城県森連 宮森合認第15号 気仙沼市森林組合 宮城県 気仙沼市赤岩牧沢44 0226-22-2920

865 宮城県森連 宮森合認第16号 石巻地区森林組合 宮城県 石巻市大瓜字棚橋下待井65-1 0225-93-1711
866 宮城素生協 宮素協0221-(1) 宮城十條林産㈱気仙沼営業所 宮城県 気仙沼市字長磯大窪108 0226-27-2240
867 宮城素生協 宮素協0221-(2) 宮城十條林産㈱栗駒営業所 宮城県 栗原市栗駒嶺崎小堤33-17 0228-45-2168
868 宮城素生協 宮素協0221-(3) 宮城十條林産㈱飯野川営業所 宮城県 石巻市相野谷字飯野川町206-33 0225-62-2255

869 宮城素生協 宮素協0221-(4) 宮城十條林産㈱大和営業所 宮城県 黒川郡大和町吉岡字西原21-2 022-345-2452
870 宮城素生協 宮素協0221-(5) 宮城十條林産㈱白石営業所 宮城県 白石市福岡深谷字青木54 0224-25-3320
871 宮城素生協 宮素協0221-(6) 宮城十條林産㈱郡山営業所 宮城県 郡山市喜久田町字菖蒲池21-34 024-959-4488
872 宮城素生協 宮素協0221-(7) 宮城十條林産㈱岩出山営業所 宮城県 大崎市岩出山南沢字桂沢19 0229-72-5071

873 宮城素生協 宮素協0222 ㈱北星林業 宮城県 仙台市青葉区旭ヶ丘二丁目30番20号 022-233-0812
874 宮城素生協 宮素協0223 ㈲マルウ木材産業 宮城県 大崎市鳴子温泉字赤湯15番地の42 0229-24-5758
875 宮城素生協 宮素協0224 ㈱小山材木店 宮城県 本吉郡本吉町津谷新明戸233番地 0226-42-3131
876 宮城素生協 宮素協0225 ㈲鎌田林業土木 宮城県 加美郡加美町字漆沢宇津野12番地の3 0229-63-3950

877 宮城素生協 宮素協0226-(1) 守屋木材㈱ 宮城県 仙台市宮城野区原町六丁目1番16号 022-257-3101
878 宮城素生協 宮素協0226-(2) 守屋木材㈱大衡工場 宮城県 黒川郡大衡村大衡五反田32-1 022-345-2366
879 宮城素生協 宮素協0226-(3) 守屋木材㈱丸森工場 宮城県 伊具郡丸森町字城東150仙台市宮城野区港4丁

目10番地の1
0224-72-1401

880 宮城素生協 宮素協0226-(4) ㈱奥羽木工所仙台工場 宮城県 仙台市宮城野区港4丁目10番地の1 022-257-3101
881 宮城素生協 宮素協0227 ㈱金華山林業 宮城県 石巻市大字桃浦蒲原2番地 0225-97-5585
882 宮城素生協 宮素協0228 ㈲丸敏材木店 宮城県 仙台市泉区松森字沢目18番地の1 022-372-3648

883 宮城素生協 宮素協0229 ㈱山一木材産業 宮城県 栗原市金成有壁前沢田32-2大崎市鳴子温泉鬼
首字中田野26番地の1

0228-44-3888

884 宮城素生協 宮素協02210 ㈱大場林産 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字中田野26番地の1 0229-86-2326
885 宮城素生協 宮素協02211 ㈱山武 宮城県 栗原市鴬沢袋島巡44-1 0228-55-2121

886 日合商 東北-0001 ㈱若林木材 秋田県 由利本荘市下大野14番地の1
887 日合商 東北-0009 佐東木材 秋田県 由利本荘市石脇字田尻28の70
888 NPC ＮＰＣ（認）第

0002号
オ-タカランバ-㈱向能代工場 秋田県 能代市落合字下大野17

889 全銘連 全銘連（秋田）第
1号

協同組合秋田県銘木センタ- 秋田県 能代市河戸川字砂崎3番地1号

890 表示推進協 44901 ㈱角繁 秋田県 秋田市寺内字蛭根85-38 018-863-5151
891 全森連 全森合認05号 秋田県森林組合連合会 秋田県 秋田市川元山下町8-28 018-866-7421

892 全市連 全市連050-01 秋田中央木材市場㈱ 秋田県 秋田
893 全市連 全市連050-02 協同組合秋田県北木材センタ- 秋田県 秋田
894 全市連 全市連050-03 協同組合秋田県北木材センタ-集

成材工場
秋田県 秋田

895 全市連 全市連050-04 ㈱秋田県原木市場 秋田県 秋田
896 全素協 全素協-018 秋田県素材生産事業協同組合連

合会
秋田県 秋田市南通亀の町6-40秋田林業土木会館 018-837-0051

897 日本複合床板 15 エ-・ピ-・フロア-(株) 秋田県 秋田市向浜1-1-5 018-824-0801

898 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 12 矢島木材乾燥(株) 秋田県 由利本庄市七日町字下山寺57-7 0184-56-2500
899 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 13 藤島林産(株) 秋田県 北秋田市綴子字田中下モ31 0186-62-0390
900 日合連 JPMA06-113 秋田プライウッド㈱秋田工場 秋田県 秋田市川尻町字大川反232番地

901 日合連 JPMA06-114 秋田プライウッド㈱向浜第一工
場

秋田県 秋田市向浜1丁目1番3号

902 日合連 JPMA06-115 秋田ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ㈱向浜第二工場 秋田県 秋田市向浜1丁目1番2号
903 日合連 JPMA06-116 秋田ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ㈱男鹿工場 秋田県 男鹿市船川港船川字海岸通り2号22番地3

904 日合連 JPMA06-117 新秋木工業㈱秋田工場 秋田県 秋田市向浜1丁目8番2号
905 日集協 5 藤島木材工業㈱ 秋田県 北秋田市綴子字田中下モ31 0186-62-0390
906 日集協 16 ㈱宮盛 秋田県 南秋田郡五城目町大川大川字沖面195 018-875-3742
907 日集協 29 菱秋木材㈱ 秋田県 能代市字悪戸67-1 0185-58-4311

908 日集協 35 秋田グルーラム㈱ 秋田県 大館市花岡町字七ツ館1 0186-46-1100
909 日集協 48 相澤銘木㈱ 秋田県 能代市河戸川字上長沼布33 0185-52-1361
910 日集協 62 ハイテクウッド㈱能代港工場 秋田県 能代市大森山一番20 0185-55-3770
911 日集協 81 二ツ井パネル㈱ 秋田県 北秋田郡合川町川井字横呑沢5-130 0186-78-2132

912 秋田県木連 秋田県木連合法第
01号

丸米木材㈱ 秋田県 北秋田市材木町1番7号 186-62-2003
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913 秋田県木連 秋田県木連合法第
02号

吉田木材㈱ 秋田県 大館市早口字深沢岱5番地43 186-54-2008

914 秋田県木連 秋田県木連合法第
03号

㈱黒澤製材所 秋田県 仙北市角館町水ノ目沢79番地1 187-53-2504

915 秋田県木連 秋田県木連合法第
04号

田鉄産業㈲ 秋田県 仙北市角館町下菅沢110番地1 187-54-4011

916 秋田県木連 秋田県木連合法第
05号

秋田木材㈱ 秋田県 秋田市寺内字三千刈46番地 188-63-8801

917 秋田県木連 秋田県木連合法第
06号

鷹巣木材㈱ 秋田県 北秋田市綴子字古関83番地 186-62-1755

918 秋田県木連 秋田県木連合法第
07号

藤島木材工業㈱ 秋田県 北秋田市綴子字田中下モ31番地 186-62-0390

919 秋田県木連 秋田県木連合法第
08号

菱大木材㈱ 秋田県 能代市川反町8番1号 185-52-5233

920 秋田県木連 秋田県木連合法第
09号

㈱袴健銘木 秋田県 能代市浅内字赤沼30番地1 185-55-0508

921 秋田県木連 秋田県木連合法第
10号

協同組合サンエ-ス秋田 秋田県 大館市早口字丸谷地26番地6 186-54-3111

922 秋田県木連 秋田県木連合法第
11号

小笠原木材㈱ 秋田県 大館市早口字堤の沢15番地19 186-54-2018

923 秋田県木連 秋田県木連合法第
12号

九島木材㈱ 秋田県 北秋田市坊沢字中柳生95番地 186-62-0137

924 秋田県木連 秋田県木連合法第
13号

丸上木材㈱ 秋田県 山本郡藤里町粕毛字阿弥陀岱18番地1 185-79-1035

925 秋田県木連 秋田県木連合法第
14号

㈱沓澤製材所 秋田県 大館市釈迦内字街道上154番地 186-48-3141

926 秋田県木連 秋田県木連合法第
15号

秋田パネル㈱ 秋田県 秋田市新屋豊町8番59号 188-63-7971

927 秋田県木連 秋田県木連合法第
16号

㈲水沢製材所 秋田県 能代市河戸川字大須賀10番地 185-53-4535

928 秋田県木連 秋田県木連合法第
17号

東北木材㈱ 秋田県 能代市字大森山1番地18 185-54-1531

929 秋田県木連 秋田県木連合法第
18号

早口木材㈱ 秋田県 男鹿市船川港船川字海岸通り1号12番4 185-24-3335

930 秋田県木連 秋田県木連合法第
19号

大曲木材㈱ 秋田県 大仙市大曲日の出町二丁目1番41号 187-63-0069

931 秋田県木連 秋田県木連合法第
20号

櫻井木材㈱ 秋田県 北秋田市米内沢字桐木岱9番地 186-72-3006

932 秋田県木連 秋田県木連合法第
21号

檜木内製材㈲ 秋田県 仙北市西木町檜木内字松葉73番地 187-48-2311

933 秋田県木連 秋田県木連合法第
22号

昭栄木材㈱ 秋田県 北秋田郡上小阿仁村沖田面字長根沢下川原4番
地1

186-77-2520

934 秋田県木連 秋田県木連合法第
23号

秋田県木材防腐加工協同組合 秋田県 秋田市向浜一丁目8番1号 188-62-5963

935 秋田県木連 秋田県木連合法第
24号

田口木材㈱ 秋田県 仙北市田沢湖生保内男坂5番地 187-43-1231

936 秋田県木連 秋田県木連合法第
25号

柴与林業合資会社 秋田県 雄勝郡羽後町西馬音内字向下川原 183-62-1154

937 秋田県木連 秋田県木連合法第
26号

㈱ウッド・ミル 秋田県 秋田市飯島字穀丁大谷地259番地1 188-80-5515

938 秋田県木連 秋田県木連合法第
27号

㈲大東木材 秋田県 大館市比内町扇田字上中島7番地1 186-55-0065

939 秋田県木連 秋田県木連合法第
28号

㈲石木田製材所 秋田県 鹿角市花輪字八正寺22番地2 186-23-2043

940 秋田県木連 秋田県木連合法第
29号

㈱東邦 秋田県 能代市河戸川字下大須賀77番地1 185-54-5559

941 秋田県木連 秋田県木連合法第
30号

合資会社工藤製材所 秋田県 能代市河戸川字南西山18番8号 185-52-2642

942 秋田県木連 秋田県木連合法第
31号

松阪製材㈱ 秋田県 北秋田市米内沢字大野岱1番地109 186-72-4741

943 秋田県木連 秋田県木連合法第
32号

幸坂木材㈲ 秋田県 大館市山田字寺下27番地 186-54-2483

944 秋田県木連 秋田県木連合法第
33号

㈱渡辺事業所 秋田県 能代市河戸川字下大須賀74番地1 185-52-4501

945 秋田県木連 秋田県木連合法第
34号

㈲山健製材所 秋田県 男鹿市北浦北浦字栄町4番地 185-33-2012

946 秋田県木連 秋田県木連合法第
35号

関木材工業㈱ 秋田県 鹿角市八幡平字八幡田1番地 186-34-2226

947 秋田県木連 秋田県木連合法第
36号

昭和木材㈱ 秋田県 能代市河戸川字上大須賀39番地1 185-52-2216

948 秋田県木連 秋田県木連合法第
37号

㈱くどうはじめ材木店 秋田県 能代市二ッ井町切石字白砂下19番地 185-73-4611

949 秋田県木連 秋田県木連合法第
38号

協同組合秋田スギ乾燥センタ- 秋田県 仙北市田沢湖小松字外の山4番地1 187-55-5121

950 秋田県木連 秋田県木連合法第
39号

㈱相政銘木 秋田県 能代市字寿域長根28番地1 185-52-5278

951 秋田県木連 秋田県木連合法第
40号

斎藤製材所 秋田県 鹿角市花輪字上中島152番地 186-23-2974

952 秋田県木連 秋田県木連合法第
41号

合名会社加賀組製材所 秋田県 横手市駅前町9番3号 182-32-1159

953 秋田県木連 秋田県木連合法第
42号

㈱カネサン製材所 秋田県 大館市字長木川南135番地1 186-42-0162

954 秋田県木連 秋田県木連合法第
43号

㈲佐藤銘木 秋田県 能代市元町1番16号 185-52-5322

955 秋田県木連 秋田県木連合法第
44号

加賀谷木材㈱ 秋田県 南秋田郡五城目町上町283番地 18852-3100

956 秋田県木連 秋田県木連合法第
45号

畠慶木材合資会社 秋田県 山本郡三種町鹿渡字中沢新田45番地2 185-87-2005
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957 秋田県木連 秋田県木連合法第
46号

㈱ヤマニ製材所 秋田県 横手市大森町字大森184番地 182-26-2311

958 秋田県森連 鹿角森林組 秋田県 鹿角市花輪字合野18番地3 0186-23-3351

959 秋田県森連 大館北秋田森林組合 秋田県 大館市山館字田尻180番地 0186-62-1664
960 秋田県森連 白神森林組合 秋田県 能代市能代町字中川原33番地45 0185-54-9300
961 秋田県森連 秋田中央森林組合 秋田県 秋田市千秋矢留町2番40号 018-832-7221
962 秋田県森連 男鹿森林組合 秋田県 男鹿市船川港船川字泉台66番地3 0185-23-3525

963 秋田県森連 五城目森林組合 秋田県 南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1番地1 018-852-3135
964 秋田県森連 湖東森林組合 秋田県 南秋田郡昭和町大久保字堤の上91番地7 018-877-6998
965 秋田県森連 本荘由利森林組合 秋田県 本荘市出戸町字水林381番地 0184-24-4141

966 秋田県森連 仙北西森林組合 秋田県 大曲市上栄町11番6号 0187-63-1850
967 秋田県森連 仙北東森林組合 秋田県 仙北郡田沢湖町小松字外ノ山4番地1 0187-54-1030
968 秋田県森連 横手市森林組合 秋田県 平鹿郡山内村土渕字小目倉沢34番地8 0182-53-2281
969 秋田県森連 雄勝広域森林組合 秋田県 湯沢市山田字福島開372番地5 0183-72-1197

970 秋田素生連 秋田素生連01801 ㈲畠山造林 秋田県 大館市比内町大葛字森合1 0186-57-2115
971 秋田素生連 秋田素生連01802 ㈲花田造材部 秋田県 大館市岩瀬字谷地の平1-23 0186-54-2214
972 秋田素生連 秋田素生連01803 ㈲山田造材部 秋田県 北秋田市米内沢字鶴田中岱189 0186-72-4048
973 秋田素生連 秋田素生連01804 鈴木木材㈱ 秋田県 北秋田郡上小阿仁村大林字梨ノ木岱50-1 0186-77-2662

974 秋田素生連 秋田素生連01805 ㈲佐藤林業 秋田県 大館市餌釣字山王下260 0186-49-7441
975 秋田素生連 秋田素生連01806 ㈲新林林業 秋田県 北秋田市米内沢字中道岱81 0186-72-4314
976 秋田素生連 秋田素生連01807 ㈲米澤木材 秋田県 北秋田市上杉字屋布岱225 0186-78-2312
977 秋田素生連 秋田素生連01808 ㈲松橋木材 秋田県 北秋田市阿仁比立内字積沢83 0186-84-2139

978 秋田素生連 秋田素生連01809 ㈲阿部林業 秋田県 大館市雪沢字新沢2 0186-50-2227
979 秋田素生連 秋田素生連01810 ㈱大畑林業 秋田県 鹿角市八幡平字谷内谷地10 0186-34-2110
980 秋田素生連 秋田素生連01811 ㈱石川組 秋田県 鹿角市十和田大湯字中田1-3 0186-37-3041
981 秋田素生連 秋田素生連01812 ㈲阿部林業 秋田県 大館市比内町大葛字大谷98-1 0186-57-2028

982 秋田素生連 秋田素生連01813 ㈱秋田林業 秋田県 北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中183-1 0186-77-2232
983 秋田素生連 秋田素生連01814 ㈲佐栄林業 秋田県 北秋田郡上小阿仁村沖田面字八木沢48 0186-77-3072
984 秋田素生連 秋田素生連01815 田村林業 秋田県 北秋田郡上小阿仁村仏社字杉ノ下40 0186-77-3615

985 秋田素生連 秋田素生連01816 ㈲秋田グリ-ンサ-ビス 秋田県 秋田市河辺北野高屋字神田304 018-882-3150
986 秋田素生連 秋田素生連01817 吉岡林業㈱ 秋田県 能代市二ッ井町字仁鮒鬼神前田75-8 0185-73-6159
987 秋田素生連 秋田素生連01818 ㈲林業小山組 秋田県 山本郡藤里町粕毛字上谷地47-1 0185-79-1775
988 秋田素生連 秋田素生連01819 米代トラック㈱ 秋田県 能代市二ッ井町字五千苅47-6 0185-73-4025

989 秋田素生連 秋田素生連01820 ㈲沢忠林業 秋田県 南秋田郡五城目町内川浅見内字小川口201-1 018-854-2532
990 秋田素生連 秋田素生連01821 佐-木造林㈲ 秋田県 南秋田郡五城目町馬場目字関ケ沢78-2 018-853-2126
991 秋田素生連 秋田素生連01822 ㈲猪股林業 秋田県 由利本荘市山内字上長田10-3 0184-29-2706
992 秋田素生連 秋田素生連01823 ㈲男鹿造林 秋田県 男鹿市船川港増川字惣屋布33 0185-24-4513

993 秋田素生連 秋田素生連01824 田代濁川地区森林生産㈲ 秋田県 能代市二ッ井町田代字泥の木岱35-1 0185-74-2842
994 秋田素生連 秋田素生連01825 藤田林業㈱ 秋田県 能代市二ッ井町仁鮒字川原田53-1 0185-73-5176
995 秋田素生連 秋田素生連01826 ㈲清水産業 秋田県 能代市二ッ井町田代字胡桃木岱72-1 0185-74-2611
996 秋田素生連 秋田素生連01827 ㈲松岡材木店 秋田県 山本郡藤里町藤琴字藤琴200-4 0185-79-2039

997 秋田素生連 秋田素生連01828 能代運輸㈱ 秋田県 能代市河戸川字北西山144-2 0185-55-1222
998 秋田素生連 秋田素生連01829 ホクト木材サ-ビス㈲ 秋田県 山本郡三種町下岩川字白鳥2-16 0185-84-2655
999 秋田素生連 秋田素生連01830 加賀谷木材㈱ 秋田県 南秋田郡五城目町字上町283 018-852-3104

1000 秋田素生連 秋田素生連01831 ㈲佐藤林業 秋田県 南秋田郡五城目町高崎字雀館下川原107-2 018-852-4011

1001 秋田素生連 秋田素生連01832 ㈲エフ・ジ- 秋田県 秋田市八橋三和町8-29 018-852-5568
1002 秋田素生連 秋田素生連01833 太平林産㈱ 秋田県 秋田市楢山南新町下丁53-5 018-835-7081
1003 秋田素生連 秋田素生連01834 ㈱マルトリ 秋田県 秋田市御町2丁目1-9 018-823-2965
1004 秋田素生連 秋田素生連01835 ㈲佐-木製材所 秋田県 秋田市仁別字堂ノ下25 018-827-2328

1005 秋田素生連 秋田素生連01836 小笠原林業㈲ 秋田県 由利本荘市大倉沢字大沢165-1 0184-65-2122
1006 秋田素生連 秋田素生連01837 菅野林業 秋田県 由利本荘市鳥海町上笹子字目渡195-2 0184-59-2878
1007 秋田素生連 秋田素生連01838 ㈲斎藤林業 秋田県 にかほ市象潟町字木戸口51-34 0184-43-2556

1008 秋田素生連 秋田素生連01839 ㈲大友林業 秋田県 仙北市田沢湖生保内字下高野261 0187-46-2535
1009 秋田素生連 秋田素生連01840 ㈲門脇木材 秋田県 仙北市田沢湖卒田字柴倉127 0187-44-2942
1010 秋田素生連 秋田素生連01841 ㈱堀川林業 秋田県 仙北市田沢湖生保内字下高野61 0187-46-2041
1011 秋田素生連 秋田素生連01842 ㈲佐-木林業 秋田県 仙北市角館町西長野熊堂163 0187-53-2089

1012 秋田素生連 秋田素生連01843 糸井林業 秋田県 仙北市西木町西明寺字梨子木台327 0187-47-2048
1013 秋田素生連 秋田素生連01844 ㈲加藤林業 秋田県 仙北市田沢湖生保内字大平下227 0187-43-1104
1014 秋田素生連 秋田素生連01845 藤原林業 秋田県 仙北市田沢湖梅沢字東田40 0187-44-2289
1015 秋田素生連 秋田素生連01846 糸井林業 秋田県 仙北市角館町勝楽90-13 0187-53-3407

1016 秋田素生連 秋田素生連01847 合資会社鈴木林業 秋田県 雄勝郡東成瀬村田子内字天神林3-5 0182-47-2176
1017 秋田素生連 秋田素生連01848 東海林林業 秋田県 湯沢市稲川町大谷106-3 0183-46-2500
1018 秋田素生連 秋田素生連01849 北日本索道㈱ 秋田県 湯沢市皆瀬字二ッ石95-5 0183-46-2221
1019 秋田素生連 秋田素生連01850 ㈱イ-エムエス 秋田県 横手市十文字町佐賀合字下沖田24-6 0182-42-1523

1020 NPC ＮＰＣ（認）第
0028号

㈲徳正合板 山形県 山形市立谷川2-895-7

1021 表示推進協 51001 ㈱庄司製材所 山形県 最上郡真室川町大字大滝108-2 0233-66-2032
1022 表示推進協 341201 中井産業㈱ 山形県 山口市陶1167-1 083-973-1500

1023 全森連 全森合認06号 山形県森林組合連合会 山形県 山形市成沢西4-9-32 023-688-8100
1024 全市連 全市連060-01 ㈱山形城南木材市場 山形県 山形
1025 全市連 全市連060-02 ㈱酒田木材市場 山形県 山形
1026 山形木産協 山形県木産協第

001号
㈱山形城南木材市場 山形県 山形市表蔵王60-1 023-688-2200

1027 山形木産協 山形県木産協第
002号

逸見木材㈱ 山形県 山形市立谷川2-1180-3 023-686-2181

1028 山形木産協 山形県木産協第
003号

㈱カネキチ材木店 山形県 山形市銅町2-2-26 023-622-5886

1029 山形木産協 山形県木産協第
004号

相原木材㈱ 山形県 山形市立谷川2-86-1 023-686-4326

1030 山形木産協 山形県木産協第
005号

㈲安孫子製材 山形県 山形市大字大森121 023-686-2250

1031 山形木産協 山形県木産協第
006号

小林木材 山形県 山形市大字下東山1052 023-686-5499

1032 山形木産協 山形県木産協第
007号

金子製材所 山形県 山形市大字長谷堂1374 023-688-2436

1033 山形木産協 山形県木産協第
008号

鍋倉製材所 山形県 山形市三日町1-3-13 023-622-7548

1034 山形木産協 山形県木産協第
009号

後明製材 山形県 山形市大字上反田126-3 023-643-2041
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1035 山形木産協 山形県木産協第
010号

㈱角繁山形支店 山形県 山形市大野目4-1-13 023-641-2558

1036 山形木産協 山形県木産協第
011号

㈲漆山製材 山形県 山形市若宮1-4-27 023-645-2418

1037 山形木産協 山形県木産協第
012号

協同組合山形木造住宅 山形県 山形市表蔵王62-1 023-688-9191

1038 山形木産協 山形県木産協第
013号

㈲丸三製材所 山形県 東村山郡山辺町大字畑谷347-2 023-666-2311

1039 山形木産協 山形県木産協第
014号

㈱笹原材木店 山形県 上山市上生居字田中232-3 023-674-2301

1040 山形木産協 山形県木産協第
015号

木村製材所 山形県 上山市大字久保川48 023-674-2331

1041 山形木産協 山形県木産協第
016号

㈱燻煙健康木材 山形県 上山市三本松185 023-673-6969

1042 山形木産協 山形県木産協第
017号

天童木材㈲ 山形県 天童市田鶴町4-12-11 023-654-3456

1043 山形木産協 山形県木産協第
018号

㈱高松木材 山形県 寒河江市大字島字島東87 0237-86-2165

1044 山形木産協 山形県木産協第
019号

協業組合東北林産工業 山形県 寒河江市中央工業団地48 0237-86-7227

1045 山形木産協 山形県木産協第
020号

㈲柴橋製材所 山形県 寒河江市大字柴橋769-6 0237-84-2735

1046 山形木産協 山形県木産協第
021号

㈱西川製材 山形県 西村山郡西川町大字水沢1244 0237-74-2256

1047 山形木産協 山形県木産協第
022号

石川製材所 山形県 村山市大字湯野沢506 0237-54-2315

1048 山形木産協 山形県木産協第
023号

小林木材㈱ 山形県 東根市大字蟹沢1936 0237-43-6565

1049 山形木産協 山形県木産協第
024号

茂木木材 山形県 尾花沢市福原工業団地1325-13 0237-25-2028

1050 山形木産協 山形県木産協第
025号

㈲古澤製材所 山形県 新庄市大字松本243 0233-22-0606

1051 山形木産協 山形県木産協第
026号

㈲泉田製材所 山形県 新庄市大字泉田字上村西167-1 0233-25-2011

1052 山形木産協 山形県木産協第
027号

㈲伊藤製材所 山形県 新庄市常葉町1-16 0233-22-0349

1053 山形木産協 山形県木産協第
028号

㈱ヤマムラ 山形県 新庄市大字福田字福田山711-6 0233-22-1775

1054 山形木産協 山形県木産協第
029号

㈱下山製材 山形県 最上郡最上町大字法田119 0233-44-2035

1055 山形木産協 山形県木産協第
030号

安楽城林産㈱ 山形県 最上郡真室川町大字差首鍋4-50 0233-63-2416

1056 山形木産協 山形県木産協第
031号

㈱金山木材 山形県 最上郡金山町大字金山380 0233-52-2830

1057 山形木産協 山形県木産協第
032号

山形ホ-ムコンポ-ネント㈱ 山形県 金山町大字山崎760-11 0233-52-2023

1058 山形木産協 山形県木産協第
033号

㈱アイタ工業 山形県 米沢市花沢町2845 0238-23-1847

1059 山形木産協 山形県木産協第
034号

㈲飯沢チップ 山形県 米沢市大字三沢26111-1 0238-35-2925

1060 山形木産協 山形県木産協第
035号

㈱沖田木材産業 山形県 南陽市二色根472-4 0238-40-3055

1061 山形木産協 山形県木産協第
036号

㈲新ナガモク 山形県 長井市幸町14-18 0238-88-1811

1062 山形木産協 山形県木産協第
037号

㈲渡部製材所 山形県 西置賜郡飯豊町大字小白川1788-2 0238-75-2363

1063 山形木産協 山形県木産協第
038号

升川製材㈱ 山形県 酒田市宮海字明治80-2 0234-34-2221

1064 山形木産協 山形県木産協第
039号

立花産業㈱ 山形県 酒田市北浜町4-7 0234-33-2333

1065 山形木産協 山形県木産協第
040号

㈱阿部製材所 山形県 酒田市市条字横枕36 0234-64-2036

1066 山形木産協 山形県木産協第
041号

㈲太田木材 山形県 酒田市宮海字治八郎畑1-34 0234-35-2015

1067 山形木産協 山形県木産協第
042号

㈱茜谷商店木材部 山形県 酒田市若竹町2-2-2 0234-22-3711

1068 山形木産協 山形県木産協第
043号

㈱遊佐製材所 山形県 飽海郡遊佐町藤崎字茂り松61-873 0234-75-3011

1069 山形木産協 山形県木産協第
044号

㈱大和 山形県 鶴岡市友江字川向66-3 0235-33-0100

1070 山形木産協 山形県木産協第
045号

㈲遠田林産 山形県 酒田市上青沢字向芦沢44 0234-64-4404

1071 山形木産協 山形県木産協第
046号

㈲土田製材所 山形県 西村山郡西川町大字睦合丙185-1 0237-74-2165

1072 山形木産協 山形県木産協第
047号

㈱スペ-スパ-ツ山形 山形県 寒河江市中央工業団地155-6 0237-83-3000

1073 山形木産協 山形県木産協第
048号

㈲長沢製材所 山形県 酒田市生石字矢口52 0234-94-2011

1074 山形木産協 山形県木産協第
049号

山和製材㈱ 山形県 鶴岡市藤島字前野76-3 0235-64-4111

1075 山形県森連 山森連認第01号 山形地方森林組合 山形県 山形市替所14-2 023(644)0053

1076 山形県森連 山森連認第02号 西村山地方森林組合 山形県 西村山郡西川町大字海味7-2 0237(74)3181
1077 山形県森連 山森連認第03号 北村山森林組合 山形県 尾花沢市大字尾花沢字南原1723-3 0237(22)1340
1078 山形県森連 山森連認第04号 東根市森林組合 山形県 東根市大字東根字大森5800-2 0237(42)0109
1079 山形県森連 山森連認第05号 最上広域森林組合 山形県 最上郡真室川町大字新町字下荒川270-1 0233(62)2102

1080 山形県森連 山森連認第06号 金山町森林組合 山形県 最上郡金山町大字山崎34-5 0233(52)2840
1081 山形県森連 山森連認第07号 米沢地方森林組合 山形県 米沢市大字笹野517-1 0238(38)2981
1082 山形県森連 山森連認第08号 西置賜ふるさと森林組合 山形県 西置賜郡飯豊町大字椿2888-26 0238(86)2310

1083 山形県森連 山森連認第09号 小国町森林組合 山形県 西置賜郡小国町大字小国小坂町2-57 0238(62)2229
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1084 山形県森連 山森連認第10号 出羽庄内森林組合 山形県 鶴岡市水沢字山ノ腰31-1 0235(35)2515
1085 山形県森連 山森連認第11号 温海町森林組合 山形県 鶴岡市大岩川字木揚場8番地 0235(43)2313
1086 山形県森連 山森連認第12号 酒田森林組合 山形県 酒田市浜中字八間山858-76 0234(92)2256

1087 山形県森連 山森連認第13号 飽海地方森林組合 山形県 酒田市飛鳥字矢舞台64-19 0234(52)2788
1088 山形県森連 山森連認第14号 遊佐森林組合 山形県 飽海郡遊佐町遊佐字下タノ川14 0234(72)2261
1089 日合商 東北-0005 ㈱オノツカ 福島県 郡山市安積3丁目200番地
1090 日合商 東北-0006 ㈱福島平川木材 福島県 福島市瀬上町字西中川原67-2

1091 日合商 東北-0016 ㈲いがらし建材センタ- 福島県 喜多方市松山町村松字石田1443番地の1
1092 表示推進協 61001 協和木材㈱ 福島県 東白川郡塙町伊香中妻96 0247-43-0272
1093 全森連 全森合認07号 福島県森林組合連合会 福島県 福島市中町5-18 024-523-0255

1094 全市連 全市連070-01 福島県中央木材市場 福島県 福島
1095 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 20 江戸川ウッドテック（株） 福島県 いわき市泉町港尻字亀石町2-12 0246-56-5471
1096 日集協 60 ㈱キクモク 福島県 いわき市常磐下船尾町杭出作170 0246-43-1234
1097 福島県木連 福島県木連第001

号
福島県郡山地区木材製材（協） 福島県 郡山市田村町金沢字大六149-10 024-965-1270

1098 福島県木連 福島県木連第002
号

福島県勿来地区木材製材（協） 福島県 いわき市佐糠町碇田11 0246-63-6165

1099 福島県木連 福島県木連第003
号

福島県木造技術開発（協） 福島県 郡山市田村町字上行合字西川原35 024-956-6610

1100 福島県木連 福島県木連第004
号

相馬木材産業協同組合 福島県 相馬市光陽1丁目2-6 0244-38-6660

1101 福島県木連 福島県木連第005
号

いわき木材工業団地（協） 福島県 いわき市泉町滝尻字亀石町2-11 0246-56-5531

1102 福島県木連 福島県木連第006
号

福島県外材輸入協同組合 福島県 いわき市泉町下川字大剣1-35 0246-56-0244

1103 福島県木連 福島県木連第007
号

㈱平木材市場 福島県 いわき市内郷綴町堀坂32 0246-26-1281

1104 福島県木連 福島県木連第008
号

㈱いわき木材市場 福島県 いわき市泉町滝尻字亀石町2-38 0246-75-2250

1105 福島県木連 福島県木連第009
号

郡山チップ工業㈱ 福島県 郡山市西田町芹沢字川前132 024-972-2306

1106 福島県木連 福島県木連第010
号

㈱酒井東栄ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 福島県 伊達市保原町大泉字前原内160 024-575-3117

1107 福島県木連 福島県木連第011
号

㈲野田製材所 福島県 伊達市保原町所沢字安住内77 024-576-3017

1108 福島県木連 福島県木連第012
号

南東北木材㈱ 福島県 伊達市伏黒字沼端14 024-583-4400

1109 福島県木連 福島県木連第013
号

㈱カネマン 福島県 伊達郡国見町大字泉田字二階平1-14 024-585-5362

1110 福島県木連 福島県木連第014
号

㈱押田製材所 福島県 東白川郡矢祭町大字東舘字桃木町15 0247-46-3138

1111 福島県木連 福島県木連第015
号

熊坂木材販売㈲ 福島県 福島市吉倉字名倉16 024-546-3481

1112 福島県木連 福島県木連第016
号

㈲風間材木店 福島県 福島市松川町字前原18-1 024-567-2468

1113 福島県木連 福島県木連第017
号

滝口木材㈱ 福島県 いわき市泉町滝尻字亀石町2-28 0246-56-5515

1114 福島県木連 福島県木連第018
号

磐城造林㈱ 福島県 いわき市勿来町関田宮前36 0246-65-4141

1115 福島県木連 福島県木連第019
号

吉野木材㈱ 福島県 いわき市佐糠町八反田91-7 0246-63-3165

1116 福島県木連 福島県木連第020
号

吉源木材㈱ 福島県 いわき市常磐関船町杭田3 0246-43-3288

1117 福島県木連 福島県木連第021
号

㈱オカベせい材 福島県 いわき市山田町西山2-3 0246-63-4218

1118 福島県木連 福島県木連第022
号

清野木材㈱ 福島県 いわき市勿来町窪田道作22 0246-65-2685

1119 福島県木連 福島県木連第023
号

江戸川木材工業㈱小名浜工場 福島県 いわき市泉町下川字井戸内123 0246-56-6384

1120 福島県木連 福島県木連第024
号

千葉製材所 福島県 南相馬市原町区牛来字穴田42-1 0244-22-8111

1121 福島県木連 福島県木連第025
号

鈴木製材㈲ 福島県 福島市成川字戸ノ内31-3 024-546-8261

1122 福島県木連 福島県木連第026
号

㈲藤沢材木店 福島県 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田124-4 0240-22-2016

1123 福島県木連 福島県木連第027
号

合資会社諸橋建設工業 福島県 双葉郡楢葉町大字井出字木屋157-1 0240-25-2013

1124 福島県木連 福島県木連第028
号

常磐林業㈱ 福島県 いわき市岩間町川田55 0246-63-2221

1125 福島県木連 福島県木連第029
号

㈲荒川材木店 福島県 いわき市勿来町酒井北境1 0246-65-7775

1126 福島県木連 福島県木連第030
号

㈱箱崎林業 福島県 南相馬市原町区深野字入龍田117-4 0244-23-2847

1127 福島県木連 福島県木連第031
号

藤寿産業㈱ 福島県 郡山市田村町字上川原286-12 024-944-7550

1128 福島県木連 福島県木連第032
号

㈲松岡材木店 福島県 郡山市田村町田母神字宮ノ前67 024-975-2025

1129 福島県木連 福島県木連第033
号

恒栄資材㈱ 福島県 いわき市泉町滝尻字亀石町2-24 0246-56-5521

1130 福島県木連 福島県木連第034
号

朝田木材産業㈱ 福島県 双葉郡浪江町大字樋渡字南町36 0240-34-5165

1131 福島県木連 福島県木連第035
号

阿久津材木店 福島県 双葉郡浪江町大字権現堂字上柳町7 0240-35-2245

1132 福島県木連 福島県木連第036
号

大和田木材工業㈱ 福島県 郡山市安積町成田字島98 024-945-2279

1133 福島県木連 福島県木連第037
号

㈲小沢木材店 福島県 双葉郡浪江町大字樋渡字河田94 0240-35-2014

1134 福島県木連 福島県木連第038
号

高野木材㈱ 福島県 双葉郡富岡町大字上手岡字茂手木167 0240-22-3623
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1135 福島県木連 福島県木連第039
号

㈱佐川林業 福島県 石川郡古殿町松川字八ヶ久保1 0247-53-3485

1136 福島県木連 福島県木連第040
号

㈲高伸木材 福島県 東白川郡塙町大字塙字材木町81 0247-44-1901

1137 福島県木連 福島県木連第041
号

㈱北越ﾌｫﾚｽﾄ坂下工場 福島県 河沼郡会津坂下町大字坂本字下平山甲1529 0242-83-4129

1138 福島県森連 福森号認01 福島森林組合 福島県 福島市岡部字前田137-1

1139 福島県森連 福森号認02 伊達森林組合 福島県 伊達市霊山町掛田字下屋敷73
1140 福島県森連 福森号認03 川俣地区森林組合 福島県 伊達郡川俣町字寺久保77-2
1141 福島県森連 福森号認04 安達森林組合 福島県 二本松市平石高田1-35-2

1142 福島県森連 福森号認05 郡山市森林組合 福島県 郡山市逢瀬町多田野字本郷228
1143 福島県森連 福森号認06 田村森林組合 福島県 田村市常葉町西向字堂ヶ入62-7
1144 福島県森連 福森号認07 福島中央森林組合 福島県 田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2
1145 福島県森連 福森号認08 東白河郡森林組合 福島県 東白河郡棚倉町大字棚倉字南町100-2

1146 福島県森連 福森号認09 西白河地方森林組合 福島県 白河市旭町1-244-1
1147 福島県森連 福森号認10 会津若松地方森林組合 福島県 会津若松市城前2-3
1148 福島県森連 福森号認11 会津北部森林組合 福島県 喜多方市字舞台田3128-8
1149 福島県森連 福森号認12 耶麻西部森林組合 福島県 喜多方市山都町字谷地2281-1

1150 福島県森連 福森号認13 西会津町森林組合 福島県 耶麻郡西会津町尾野本字樋ノ口原乙1460
1151 福島県森連 福森号認14 下郷町森林組合 福島県 南会津郡下郷町大字豊成字下モ6276
1152 福島県森連 福森号認15 田島町森林組合 福島県 南会津郡南会津町田島字行司76
1153 福島県森連 福森号認16 只見町森林組合 福島県 南会津郡只見町大字只見字宮前1390

1154 福島県森連 福森号認17 伊南村森林組合 福島県 南会津郡南会津町小塩字上ミ原80
1155 福島県森連 福森号認18 舘岩村森林組合 福島県 南会津郡南会津町松戸原51
1156 福島県森連 福森号認19 いわき市森林組合 福島県 いわき市平字正内町107-3
1157 福島県森連 福森号認20 双葉地方森林組合 福島県 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字市ノ沢95-1

1158 福島県森連 福森号認21 相馬地方森林組合 福島県 南相馬市原町区錦町1-34
1159 福島県森連 福森号認22 飯舘村森林組合 福島県 相馬郡飯舘村草野字本町83
1160 日合商 北関東-0015 ㈱石原木材 茨城県 古河市東四丁目19番30号

1161 日合商 北関東-0036 ㈲中村材木店 茨城県 古河市諸川1067-2
1162 日合商 東関東-0002 ㈱竹屋 茨城県 龍ヶ崎市4356
1163 NPC ＮＰＣ（認）第

0018号
セイホクウィズ㈱茨城事業所 茨城県 古河市丘里8番地1号

1164 NPC ＮＰＣ（認）第
0019号

丸玉産業㈱茨城工場 茨城県 小美玉市上玉里2256番地

1165 NPC ＮＰＣ（認）第
0020号

住友林業クレスト㈱鹿島事業所 茨城県 鹿嶋市大字平井字灘2276番6

1166 表示推進協 71001 ㈲堀江製材所 茨城県 常陸大宮市鷲子679-1 0295-58-2773
1167 表示推進協 79002 越井木材工業㈱関東工場 茨城県 神栖市砂山2626-1 0479-46-4421
1168 全森連 全森合認08号 茨城県森林組合連合会 茨城県 水戸市三の丸1-3-2 029-225-2021
1169 全市連 全市連080-01 ㈱ミトモク 茨城県 茨城

1170 全市連 全市連080-02 ㈱茨城木材相互市場 茨城県 茨城
1171 全市連 全市連080-03 ㈱東京木材相互市場相互筑波市

場
茨城県 茨城

1172 全市連 全市連080-04 ㈱東京木材相互市場相互筑波銘
木市場

茨城県 茨城

1173 全市連 全市連080-05 丸宇木材市売㈱下館市場 茨城県 茨城
1174 全市連 全市連080-06 ナイス㈱石岡木材営業所 茨城県 茨城
1175 全市連 全市連080-07 ナイスプレカット㈱石岡工場 茨城県 茨城

1176 日集協 58 ㈱小池住建 茨城県 常陸太田市上高倉町549 0294-87-0116
1177 茨城県木連 合法茨城県木連認

定第001号
㈱片庭木材 茨城県 常総市水海道高野町2176-2 0297-22-2450

1178 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第002号

森藤林業㈱ 茨城県 高萩市安良川442 0293-23-3066

1179 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第003号

㈲下村林業 茨城県 北茨城市中郷町上桜井957-1 0293-42-1160

1180 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第004号

㈲佐川運送 茨城県 高萩市大能367-1 0293-28-0009

1181 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第005号

丸川木材㈱ 茨城県 桜川市岩瀬298 0296-75-2558

1182 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第006号

大北産業㈱ 茨城県 北茨城市中郷町松井1888 0293-42-0714

1183 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第007号

美和木材協同組合 茨城県 常陸大宮市鷲子46-1 0295-58-2899

1184 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第008号

高野林業建設 茨城県 常陸大宮市高部4075-1 0295-58-2676

1185 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第009号

㈱柴田林業 茨城県 北茨城市磯原町木皿1119 0293-42-0480

1186 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第010号

㈱堀江林業 茨城県 常陸太田市下高倉町2075 0294-87-0258

1187 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第011号

梅原林業 茨城県 行方市井上藤井186 0299-56-0223

1188 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第012号

㈱いばらき森林サ-ビス 茨城県 常陸太田市東染町470 0294-70-5111

1189 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第013号

㈲山伸林園 茨城県 笠間市笠間1764-1 0296-72-6639

1190 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第014号

㈱ヨシナリ林業 茨城県 久慈郡大子町頃藤3498-4 0295-74-1397

1191 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第015号

二方林業㈲ 茨城県 久慈郡大子町北吉沢1320 0295-77-0434

1192 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第016号

㈲東和木材産業 茨城県 常陸太田市東染町326-1 0294-85-0024

1193 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第017号

㈲タカノ 茨城県 久慈郡大子町大沢686 0295-74-0016

1194 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第018号

平林林業 茨城県 久慈郡大子町上野宮2537 0295-77-0118

1195 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第019号

恒栄資材㈱東工場 茨城県 茨城県稲敷市上須田768 0299-79-1255
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1196 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第020号

㈲吉成木材 茨城県 茨城県久慈郡大子町相川306 0295-72-8725

1197 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第021号

㈱オ-ヌキ 茨城県 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西3-11-14 029-282-2015

1198 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第022号

丸本産業㈲ 茨城県 茨城県久慈郡大子町頃藤4922 0295-74-0555

1199 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第023号

シ-アイウッド㈱ 茨城県 茨城県常総市内守谷町5055 0297-27-2121

1200 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第024号

谷内林業 茨城県 茨城県北茨城市華川町小豆畑1608-5 0293-43-9108

1201 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第025号

岩倉緑化産業㈱ 茨城県 茨城県笠間市福原字トウガ峰800-3 0296-74-4468

1202 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第026号

㈱東山木材 茨城県 茨城県笠間市稲田1410 0296-74-2032

1203 茨城県木連 合法茨城県木連認
定第027号

㈱角幸 茨城県 茨城県坂東市岩井3282 0297-35-1331

1204 富山県木連 富山県木連第037-
5号

小池木材㈱茨城営業部 茨城県 那珂郡東海村村松3135-248 029-287-2211

1205 茨城県森連 茨森合認第1号 常陸太田市森林組合 茨城県 常陸太田市小中町82-1 0294-82-2131
1206 茨城県森連 茨森合認第2号 高萩市森林組合 茨城県 高萩市下手綱字南沢1952-17 0293-22-4866
1207 茨城県森連 茨森合認第3号 笠間西茨城森林組合 茨城県 笠間市寺崎271-1 0296-72-2510
1208 茨城県森連 茨森合認第4号 つくばね森林組合 茨城県 石岡市柿岡1764-2 0299-44-0167

1209 茨城県森連 茨森合認第5号 北茨城市森林組合 茨城県 北茨城市華川町小豆畑1087-2 0293-42-1329
1210 茨城県森連 茨森合認第6号 常陸大宮市森林組合 茨城県 常陸大宮市鷲子58-1 0295-58-2004
1211 茨城県森連 茨森合認第7号 大子町森林組合 茨城県 久慈郡大子町大字川山897 0295-72-0647
1212 日合商 北関東-0018 ㈱アイヅヤ 栃木県 鹿沼市西鹿沼町253-14

1213 日合商 北関東-0027 ㈲藤田材木店 栃木県 大田原市美原3丁目3266-1
1214 日合商 北関東-0028 ㈱ナムラ 栃木県 佐野市浅沼町898番地
1215 日合商 北関東-0029 ㈲斎藤建材店 栃木県 宇都宮市緑4丁目8番6号（連絡先）日光市板橋

3287-1

1216 日合商 北関東-0033 ㈱シノザキ 栃木県 宇都宮市二荒町8番3号
1217 日合商 北関東-0035 ㈱真岡建材店 栃木県 真岡市西沼847番地
1218 日合商 北関東-0039 ㈱鹿沼建材センタ- 栃木県 鹿沼市下武子町133-1

1219 日合商 東京-0023 ㈱山陽シ-エム 栃木県 宇都宮市簗瀬4丁目16番14号
1220 全森連 全森合認09号 栃木県森林組合連合会 栃木県 宇都宮市西一の沢町8-22 028-637-1450
1221 全市連 全市連090-01 ㈱東京木材相互市場小山センタ- 栃木県 栃木
1222 全市連 全市連090-02 ㈱吉貞佐野市場 栃木県 栃木

1223 全市連 全市連090-03 ㈱鹿沼原木市場 栃木県 栃木
1224 全市連 全市連090-04 ナイス㈱宇都宮木材営業所 栃木県 栃木
1225 全市連 全市連090-05 倉橋木材㈱ 栃木県 栃木
1226 全市連 全市連090-06 大商市売㈲ 栃木県 栃木

1227 全市連 全市連090-07 ㈲シキヤマ宇都宮 栃木県 栃木
1228 日集協 9 江間忠ラムテック㈱ 栃木県 那須塩原市下厚崎5-391 0287-63-9877
1229 日集協 14 栃木県集成材協業組合 栃木県 鹿沼市磯町東川原123 0289-75-3961
1230 日集協 32 鹿沼木工合資会社 栃木県 鹿沼市口粟野1115 0289-85-3111

1231 栃木県木協 栃木県木協連第
001号

小出チップ工業㈲ 栃木県 那須塩原市東町12-6 0287-36-2383

1232 栃木県木協 栃木県木協連第
002号

鹿沼建築㈱ 栃木県 宇都宮市大谷町1993-1 028-652-8100

1233 栃木県木協 栃木県木協連第
003号

㈱松井 栃木県 宇都宮市屋板町466-1 028-656-4118

1234 栃木県木協 栃木県木協連第
004号

㈲フタバ運輸 栃木県 大田原市前田772-6 0287-54-1170

1235 栃木県木協 栃木県木協連第
005号

佐藤材木店 栃木県 日光市西小来川3129-1 0288-63-3156

1236 栃木県木協 栃木県木協連第
006号

㈲松正市売 栃木県 宇都宮市大谷町1993-1 028-652-6620

1237 栃木県木協 栃木県木協連第
007号

㈱飯野製材所 栃木県 真岡市台町4152 0285-84-1221

1238 栃木県木協 栃木県木協連第
008号

㈱丸公 栃木県 大田原市須賀川937 0287-58-0505

1239 栃木県木協 栃木県木協連第
009号

星野工業㈱ 栃木県 鹿沼市玉田町692-8 0289-65-5131

1240 栃木県木協 栃木県木協連第
010号

㈱宇都宮総合木材市場 栃木県 河内郡上河内町中里718-4 028-674-1748

1241 栃木県木協 栃木県木協連第
011号

川崎工業㈱ 栃木県 那須郡那珂川町馬頭422 0287-92-2621

1242 栃木県木協 栃木県木協連第
012号

益子林業㈲ 栃木県 那須郡那須町伊王野722 0287-75-0016

1243 栃木県木協 栃木県木協連第
013号

㈲大田和材木店 栃木県 栃木市日ノ出町13-15 0282-23-8525

1244 栃木県木協 栃木県木協連第
014号

栃木木材協同組合 栃木県 栃木市平柳町1-2-23 0282-22-3744

1245 栃木県木協 栃木県木協連第
015号

ヤマサン木材㈲ 栃木県 栃木市城内町2-53-35 0282-24-8161

1246 栃木県木協 栃木県木協連第
016号

野口製材所 栃木県 栃木市箱森町34-9 0282-22-1955

1247 栃木県木協 栃木県木協連第
017号

㈲佐藤製材所 栃木県 日光市岩崎1384 0288-27-0150

1248 栃木県木協 栃木県木協連第
018号

宇都宮木材㈱ 栃木県 宇都宮市平出工業団地7-4 028-662-7879

1249 栃木県木協 栃木県木協連第
019号

那須土木㈱ 栃木県 大田原市中央1-13-10 0287-23-5678

1250 栃木県木協 栃木県木協連第
020号

㈲古沢製材所 栃木県 栃木市平柳町1-33-3 0282-22-2103

1251 栃木県木協 栃木県木協連第
021号

㈱ヤマサンワタナベ 栃木県 矢板市東町1178 0287-43-0755

1252 栃木県木協 栃木県木協連第
022号

栃木県集成材協業組合 栃木県 鹿沼市磯町東川原123 0289-75-3961
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1253 栃木県木協 栃木県木協連第
023号

宇都宮製材業協同組合 栃木県 宇都宮市平出工業団地7-4 028-662-7879

1254 栃木県木協 栃木県木協連第
024号

㈲大島材木店 栃木県 那須塩原市橋本町1-5 0287-62-0161

1255 栃木県木協 栃木県木協連第
025号

㈲宮製材所 栃木県 那須塩原市南赤田322-13 0287-36-0040

1256 栃木県木協 栃木県木協連第
026号

㈲トチモク 栃木県 下都賀郡都賀町平川379 0282-27-1801

1257 栃木県木協 栃木県木協連第
027号

㈲中村製材所 栃木県 小山市卒島2070 0285-37-0080

1258 栃木県木協 栃木県木協連第
028号

㈱渡辺材木店 栃木県 鹿沼市板荷255 0289-64-8331

1259 栃木県木協 栃木県木協連第
029号

田中木材㈲ 栃木県 日光市平ヶ崎105 0288-21-0454

1260 栃木県木協 栃木県木協連第
030号

㈲生井材木店 栃木県 日光市小倉818 0288-27-0046

1261 栃木県木協 栃木県木協連第
031号

宮勝林業㈲ 栃木県 那須塩原市上赤田310-19 0287-36-0240

1262 栃木県木協 栃木県木協連第
032号

㈱共栄 栃木県 宇都宮市平出町4080-1 028-661-3181

1263 栃木県木協 栃木県木協連第
033号

㈲石原材木店 栃木県 下都賀郡藤岡町藤岡1256-1 0282-62-3077

1264 栃木県木協 栃木県木協連第
034号

二宮木材㈱ 栃木県 那須塩原市西栄町10-9 0287-36-0056

1265 栃木県木協 栃木県木協連第
035号

㈲東昇木材 栃木県 宇都宮市新里町277-1 028-652-5071

1266 栃木県木協 栃木県木協連第
036号

葛生町小径木加工協同組合 栃木県 佐野市豊代町718 0283-86-4041

1267 栃木県木協 栃木県木協連第
037号

㈲長江木材 栃木県 栃木市泉町21-11 0282-22-0895

1268 栃木県木協 栃木県木協連第
038号

早乙女産業㈲ 栃木県 栃木市大町29-27 8282-22-3779

1269 栃木県木協 栃木県木協連第
039号

㈲吉田木材興業 栃木県 那須塩原市新南161-3 0287-36-1718

1270 栃木県木協 栃木県木協連第
040号

㈱ト-セン 栃木県 矢板市山田67 0287-43-8379

1271 栃木県木協 栃木県木協連第
041号

岡田林業㈲ 栃木県 那須郡那珂川町健武1273 0287-92-2120

1272 栃木県木協 栃木県木協連第
042号

㈲室田木材店 栃木県 宇都宮市吉野1-12-15 028-634-5955

1273 栃木県木協 栃木県木協連第
043号

㈱イト-木材 栃木県 大田原市薄葉2170 0287-29-0067

1274 栃木県木協 栃木県木協連第
044号

㈱金平 栃木県 河内郡上河内町中里718-4 028-674-3323

1275 栃木県木協 栃木県木協連第
045号

春山木材 栃木県 足利市山川町35-3 0284-42-2343

1276 栃木県木協 栃木県木協連第
046号

㈲小倉材木店 栃木県 宇都宮市西原2-1-2 028-634-9435

1277 長野県木連 長野県木連-027-5 都築木材㈱栃木営業所 栃木県 鹿沼市茂呂字北野2611-37-66 0289-64-0735

1278 栃木県森連 みかも森林組合 栃木県 佐野市戸室町685-1 0283-62-0853
1279 栃木県森連 粟野森林組合 栃木県 鹿沼市下粕尾136 0289-85-2039
1280 栃木県森連 鹿沼市森林組合 栃木県 鹿沼市下沢1310-2 0289-64-9403

1281 栃木県森連 日光地区森林組合 栃木県 日光市瀬川51-12 0288-21-0119
1282 栃木県森連 栗山森林組合 栃木県 日光市日向1459 0288-97-1015
1283 栃木県森連 たかはら森林組合 栃木県 矢板市館ノ川777-1 0287-43-0451
1284 栃木県森連 那須塩原市森林組合 栃木県 那須塩原市高林374 0287-68-0017

1285 栃木県森連 那須町森林組合 栃木県 那須郡那須町東岩崎289 0287-75-0034
1286 栃木県森連 大田原市森林組合 栃木県 大田原市須佐木149-7 0287-57-0214
1287 栃木県森連 那須南森林組合 栃木県 那珂川町馬頭2106-1 0287-92-2007
1288 栃木県森連 宇都宮市森林組合 栃木県 宇都宮市戸祭元町3-10 028-622-1989

1289 栃木県森連 上河内町森林組合 栃木県 河内郡上河内町中里181-3 028-674-3221
1290 栃木県森連 芳賀地区森林組合 栃木県 芳賀郡茂木町坂井1449-1 0285-63-0242
1291 日合商 北関東-0006 ㈲ハウス・デポ・村上 群馬県 渋川市金井496-1
1292 日合商 北関東-0008 ㈲ハウス・デポ大間- 群馬県 みどり市大間-町大間-891

1293 日合商 北関東-0009 ㈱ウツミ 群馬県 北群馬郡榛東村大字新井1655番地
1294 日合商 北関東-0013 ㈲ハウス・デポ・タナベ 群馬県 前橋市西片貝町二丁目284番地
1295 日合商 北関東-0038 ㈱ハウスデポ北毛 群馬県 沼田市薄根町4482
1296 日合商 東京-0036 ㈲塚田建材 群馬県 多野郡吉井町大字池38-1

1297 表示推進協 99001 ぐんま優良木材認証工場連絡協
議会

群馬県 前橋市西善町524-1 027-266-8220

1298 全天連 全天連第070号 ナショナル建材工業（株） 群馬県 沼田市井土上町135 0278(22)5950
1299 全森連 全森合認10号 群馬県森林組合連合会 群馬県 前橋市上大島町182-20県森連会館 027-261-0615

1300 全市連 全市連100-01 ㈱吉貞高崎市場 群馬県 群馬
1301 全市連 全市連100-02 ナイス㈱前橋木材営業所 群馬県 群馬
1302 全素協 全素協-0274 群馬県素材生産流通協同組合 群馬県 藤岡市浄法寺530 0274-50-3311

1303 日本複合床板 10 松下電工（株） 群馬県 沼田市井土上町135 0278-24-5281
1304 日合連 JPMA06-204 ㈲アダチ技研館林工場 群馬県 館林市羽附旭町1143
1305 日集協 64 榛名木材工業㈱ 群馬県 群馬郡榛名町大字上室田4182 027-374-1247
1306 群馬県木連 群馬県木連第01-

01号
植木住宅資材㈱ 群馬県 邑楽郡大泉町北小泉1-36-24 0276-62-4541

1307 群馬県木連 群馬県木連第01-
02号

㈱ウエコ 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚3090-1 0276-88-1325

1308 群馬県木連 群馬県木連第01-
03号

大江材木店 群馬県 邑楽郡大泉町城之内3-1-13 0276-62-2404

1309 群馬県木連 群馬県木連第01-
04号

大竹木材建設㈱ 群馬県 館林市羽附旭町甲177-1 0276-74-3103

1310 群馬県木連 群馬県木連第01-
05号

カワシマ建材 群馬県 邑楽郡大泉町坂田7-9-22 0276-63-4162
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1311 群馬県木連 群馬県木連第01-
06号

神田材木店 群馬県 邑楽郡明和町大佐貫293-1 0279-84-2028

1312 群馬県木連 群馬県木連第01-
07号

栗原工業㈱ 群馬県 館林市堀工町1075 0276-72-2345

1313 群馬県木連 群馬県木連第01-
08号

㈱小室材木店 群馬県 館林市北成島町1820 0276-72-3813

1314 群馬県木連 群馬県木連第01-
09号

㈲斎藤材木店 群馬県 館林市上赤生田町4147 0276-72-1308

1315 群馬県木連 群馬県木連第01-
10号

㈱柴崎木材店 群馬県 邑楽郡邑楽町赤堀512 0276-88-3329

1316 群馬県木連 群馬県木連第01-
11号

上州建設工業㈱ 群馬県 邑楽郡板倉町籾谷1456 0276-82-1181

1317 群馬県木連 群馬県木連第01-
12号

本島材木店 群馬県 邑楽郡板倉町岩田2378 0276-82-0127

1318 群馬県木連 群馬県木連第01-
13号

㈲山本材木店 群馬県 館林市日向町1012 0276-72-1073

1319 群馬県木連 群馬県木連第01-
14号

鑓田木材㈱ 群馬県 館林市諏訪町1000-2 0276-72-1695

1320 群馬県木連 群馬県木連第02-
01号

㈱新井商店 群馬県 太田市西矢島町705-3 0276-45-6726

1321 群馬県木連 群馬県木連第02-
02号

荒川木材工業㈱ 群馬県 太田市八幡町23-35 0276-22-2292

1322 群馬県木連 群馬県木連第02-
03号

㈲飯塚木材 群馬県 太田市亀岡町486-4 0276-52-3188

1323 群馬県木連 群馬県木連第02-
04号

石原林業㈲ 群馬県 太田市石橋町838-2 0276-37-0907

1324 群馬県木連 群馬県木連第02-
05号

㈲糸井木材 群馬県 太田市新田市野井町1529-3 0276-57-0090

1325 群馬県木連 群馬県木連第02-
06号

㈱ウガヰ工業所 群馬県 太田市東長岡町1442-1 0276-22-3496

1326 群馬県木連 群馬県木連第02-
07号

大江製材㈱ 群馬県 太田市本町1-6 0276-22-2221

1327 群馬県木連 群馬県木連第02-
08号

加藤木材㈱ 群馬県 太田市薮塚町2175 0277-78-2020

1328 群馬県木連 群馬県木連第02-
09号

㈱金井木材 群馬県 太田市竜舞町2750-1 0276-46-3737

1329 群馬県木連 群馬県木連第02-
10号

㈱加松製箱所 群馬県 太田市熊野町36-8 0276-22-2653

1330 群馬県木連 群馬県木連第02-
11号

河田建材店 群馬県 太田市大島町342-2 0276-22-7839

1331 群馬県木連 群馬県木連第02-
12号

㈲栗原木材 群馬県 太田市由良町263-1 0276-31-7600

1332 群馬県木連 群馬県木連第02-
13号

（協）群馬県東部木材卸センタ- 群馬県 太田市竜舞町2750-1 0276-45-1491

1333 群馬県木連 群馬県木連第02-
14号

㈱宏和住建 群馬県 太田市新田上中町390 0276-57-0081

1334 群馬県木連 群馬県木連第02-
15号

小林材木店 群馬県 太田市新田高尾町52-1 0276-56-0348

1335 群馬県木連 群馬県木連第02-
16号

㈲斎藤住宅資材 群馬県 太田市粕川町58-1 0276-52-0326

1336 群馬県木連 群馬県木連第02-
17号

㈱斉藤木材 群馬県 太田市高林東町1582 0276-68-1561

1337 群馬県木連 群馬県木連第02-
18号

鈴木材木店 群馬県 太田市新田村田町398-2 0276-57-0217

1338 群馬県木連 群馬県木連第02-
19号

㈲タカダ住建 群馬県 太田市末広町536-17 0276-62-2095

1339 群馬県木連 群馬県木連第02-
20号

㈲フナト 群馬県 太田市浜町47-1 0276-45-2570

1340 群馬県木連 群馬県木連第03-
01号

㈲アライ 群馬県 桐生市菱町2丁目1826-19 0277-43-0107

1341 群馬県木連 群馬県木連第03-
02号

㈱井草材木店 群馬県 桐生市宮前町1丁目6-21 0277-47-1135

1342 群馬県木連 群馬県木連第03-
03号

協和産業㈱ 群馬県 桐生市東久方町2丁目2-6 0277-44-4382

1343 群馬県木連 群馬県木連第03-
04号

桐梅建材商会 群馬県 桐生市相生町1丁目383-2 0277-52-7140

1344 群馬県木連 群馬県木連第03-
05号

新幸製材㈲ 群馬県 桐生市広沢町1丁目2526-2 0277-54-1220

1345 群馬県木連 群馬県木連第03-
06号

高草木木材工業 群馬県 桐生市川内町5丁目666-1 0277-65-9215

1346 群馬県木連 群馬県木連第03-
07号

田村木材㈱ 群馬県 桐生市相生町3丁目532 0277-52-2214

1347 群馬県木連 群馬県木連第03-
08号

中村新興木材㈱国定工場 群馬県 桐生市東町6丁目6-7 0277-44-5915

1348 群馬県木連 群馬県木連第03-
09号

藤生材木店 群馬県 桐生市梅田町4丁目33 0277-32-1415

1349 群馬県木連 群馬県木連第03-
10号

㈱前原林産 群馬県 桐生市梅田町5丁目7548 0277-32-1182

1350 群馬県木連 群馬県木連第03-
11号

前原材木店 群馬県 桐生市梅田町3丁目23-7 0277-32-0738

1351 群馬県木連 群馬県木連第03-
12号

㈱マルヨシ 群馬県 桐生市境野町7丁目1780 0277-47-0132

1352 群馬県木連 群馬県木連第03-
13号

㈱吉原材木店 群馬県 桐生市仲町2丁目11-45 0277-46-3451

1353 群馬県木連 群馬県木連第04-
01号

石綿材木 群馬県 みどり市大間-町大間-371-1 0277-73-5381

1354 群馬県木連 群馬県木連第04-
02号

金子材木店 群馬県 みどり市大間-町桐原238-6 0277-72-2026
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1355 群馬県木連 群馬県木連第04-
03号

木村木材㈱ 群馬県 みどり市大間-町大間-997 0277-72-1134

1356 群馬県木連 群馬県木連第04-
04号

坂下製材㈱ 群馬県 みどり市大間-町大間-1470 0277-73-5215

1357 群馬県木連 群馬県木連第04-
05号

矢内木材㈲ 群馬県 桐生市新里町新川4020 0277-74-4721

1358 群馬県木連 群馬県木連第04-
06号

新井木材㈲ 群馬県 桐生市黒保根町水沼150 0277-96-2004

1359 群馬県木連 群馬県木連第04-
07号

金子林産㈲ 群馬県 桐生市黒保根町水沼189 0277-96-2706

1360 群馬県木連 群馬県木連第04-
08号

渡邊林業 群馬県 桐生市黒保根町上田沢688 0277-96-2909

1361 群馬県木連 群馬県木連第05-
01号

㈲加藤製材所 群馬県 伊勢崎市太田町734-3 0270-25-1040

1362 群馬県木連 群馬県木連第05-
02号

㈲小杉材木店 群馬県 伊勢崎市三光町11-19 0270-25-0529

1363 群馬県木連 群馬県木連第05-
03号

㈱ｻﾞｲｴﾝｽ関東工場 群馬県 伊勢崎市長沼町2222 0270-32-0611

1364 群馬県木連 群馬県木連第05-
04号

上武観光木材㈱ 群馬県 伊勢崎市除ケ町151 0270-32-6629

1365 群馬県木連 群馬県木連第05-
05号

㈲橋本商店 群馬県 伊勢崎市堀口町45-1 0270-25-5899

1366 群馬県木連 群馬県木連第05-
06号

早川住建㈱伊勢崎営業所 群馬県 伊勢崎市連取町766-123 0270-23-8251

1367 群馬県木連 群馬県木連第05-
07号

ヨシダ産業㈱ 群馬県 伊勢崎市日之出町593-3 0270-24-2555

1368 群馬県木連 群馬県木連第05-
08号

木村材木店 群馬県 伊勢崎市西久保町3丁目422-3 0270-62-0336

1369 群馬県木連 群馬県木連第05-
09号

広田木材 群馬県 伊勢崎市八寸町4716-1 0270-61-0760

1370 群馬県木連 群馬県木連第06-
01号

㈲青木製材所 群馬県 前橋市田口町614 027-231-0457

1371 群馬県木連 群馬県木連第06-
02号

㈲青山木材 群馬県 勢多郡富士見村石井1648 027-288-2155

1372 群馬県木連 群馬県木連第06-
03号

㈱秋共木材 群馬県 前橋市六供町1111-2 027-220-5003

1373 群馬県木連 群馬県木連第06-
04号

㈱アジアトレ-ディング 群馬県 前橋市西片貝町5-16-13 027-223-8311

1374 群馬県木連 群馬県木連第06-
05号

石田材木店 群馬県 前橋市国領町1-11-2 027-231-6387

1375 群馬県木連 群馬県木連第06-
06号

㈲石橋製材所 群馬県 前橋市苗ケ島町1872-6 027-283-4329

1376 群馬県木連 群馬県木連第06-
07号

㈲石山不動産 群馬県 桐生市新里町山上544-6 0277-74-4800

1377 群馬県木連 群馬県木連第06-
08号

㈲エルテック 群馬県 前橋市苗ケ島町46-1 027-283-8780

1378 群馬県木連 群馬県木連第06-
09号

㈲清光 群馬県 勢多郡富士見村時沢949-1 027-288-2311

1379 群馬県木連 群馬県木連第06-
10号

黒岩木材㈲ 群馬県 前橋市昭和町1-7-8 027-231-2367

1380 群馬県木連 群馬県木連第06-
11号

㈱小池製材所 群馬県 前橋市青梨子町1085 027-251-9103

1381 群馬県木連 群馬県木連第06-
12号

佐-木木材防腐㈱ 群馬県 前橋市下大島町577-2 027-266-1324

1382 群馬県木連 群馬県木連第06-
13号

㈱三進 群馬県 前橋市泉沢町1250-7 027-268-4567

1383 群馬県木連 群馬県木連第06-
14号

㈲シキヤマ前橋 群馬県 前橋市下大島町568 027-266-5601

1384 群馬県木連 群馬県木連第06-
15号

篠原木材㈲ 群馬県 前橋市柏倉町117-8 027-283-7496

1385 群馬県木連 群馬県木連第06-
16号

昭和木材㈱ 群馬県 前橋市六供町998 027-221-9225

1386 群馬県木連 群馬県木連第06-
17号

㈱新東前橋営業所 群馬県 前橋市下大島町568 027-266-1567

1387 群馬県木連 群馬県木連第06-
18号

森林商事㈱前橋営業所 群馬県 前橋市上増田町904-6 027-266-8156

1388 群馬県木連 群馬県木連第06-
19号

㈲諏訪木材店 群馬県 前橋市駒形町76 027-266-0033

1389 群馬県木連 群馬県木連第06-
20号

田尾工業㈱ 群馬県 前橋市上増田町560 027-266-0555

1390 群馬県木連 群馬県木連第06-
21号

㈲田口製材所 群馬県 前橋市田口町1138 027-231-8552

1391 群馬県木連 群馬県木連第06-
22号

㈲田村材木店 群馬県 前橋市古市町1-38-10 027-251-5980

1392 群馬県木連 群馬県木連第06-
23号

㈲中澤木材 群馬県 前橋市天川大島町2-32-4 027-223-6892

1393 群馬県木連 群馬県木連第06-
24号

㈱奈良材木店 群馬県 前橋市三俣町3-8-1 027-232-3197

1394 群馬県木連 群馬県木連第06-
25号

新里林業㈱ 群馬県 桐生市新里町山上499 0277-74-8754

1395 群馬県木連 群馬県木連第06-
26号

㈲橋本材木店 群馬県 前橋市昭和町2-6-3 027-232-5728

1396 群馬県木連 群馬県木連第06-
27号

㈱長谷川萬治商店 群馬県 高崎市中尾町495-1 027-363-6882

1397 群馬県木連 群馬県木連第06-
28号

㈱林材木店 群馬県 前橋市下大島町1091-1 027-266-0505

1398 群馬県木連 群馬県木連第06-
29号

広瀬林産工業㈱ 群馬県 前橋市西片貝町4-17-17 027-224-2834
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1399 群馬県木連 群馬県木連第06-
30号

平方木材㈱ 群馬県 前橋市天川大島町1248 027-261-0216

1400 群馬県木連 群馬県木連第06-
31号

㈱前橋銘木店 群馬県 前橋市堀越町251-1 027-269-0441

1401 群馬県木連 群馬県木連第06-
32号

丸茂一木材工業㈱ 群馬県 前橋市本町2-17-12 027-224-3308

1402 群馬県木連 群馬県木連第07-
01号

㈱アライ 群馬県 高崎市飯塚町382-7 027-362-4349

1403 群馬県木連 群馬県木連第07-
02号

㈲石黒材木店 群馬県 高崎市小八木町746 027-362-4556

1404 群馬県木連 群馬県木連第07-
03号

㈲いちやまさ材木店 群馬県 高崎市台町27-1 027-322-5232

1405 群馬県木連 群馬県木連第07-
04号

㈱上野商店 群馬県 高崎市上並榎町412 027-362-2251

1406 群馬県木連 群馬県木連第07-
05号

㈲ウッディ 群馬県 佐波郡玉村町後箇106-2 0270-50-1876

1407 群馬県木連 群馬県木連第07-
06号

梅山木材㈱ 群馬県 高崎市棟高町1868 027-373-0160

1408 群馬県木連 群馬県木連第07-
07号

古久松木材㈱ 群馬県 高崎市小八木町310 027-361-5311

1409 群馬県木連 群馬県木連第07-
08号

㈲木の香 群馬県 佐波郡玉村町角渕4731-3 0270-50-3466

1410 群馬県木連 群馬県木連第07-
09号

㈱小林材木店 群馬県 高崎市上佐野町657-1 027-322-6482

1411 群馬県木連 群馬県木連第07-
10号

㈲坂上興業 群馬県 高崎市江木町989 027-323-3318

1412 群馬県木連 群馬県木連第07-
11号

㈱佐藤建業 群馬県 高崎市江木町309-5 027-327-0101

1413 群馬県木連 群馬県木連第07-
13号

㈲清水製函 群馬県 高崎市上大類町364 027-352-3331

1414 群馬県木連 群馬県木連第07-
14号

㈲高尾木材店 群馬県 高崎市上中居町481 027-326-7765

1415 群馬県木連 群馬県木連第07-
15号

（名）竹道商店 群馬県 高崎市上佐野町1031 027-322-2065

1416 群馬県木連 群馬県木連第07-
16号

㈲多胡材木店 群馬県 高崎市井出町843-9 027-372-1832

1417 群馬県木連 群馬県木連第07-
17号

㈲田中木材 群馬県 高崎市上並榎町412 027-362-5921

1418 群馬県木連 群馬県木連第07-
19号

㈱研屋 群馬県 高崎市飯塚町805 027-361-5077

1419 群馬県木連 群馬県木連第07-
20号

㈱鳥屋商店 群馬県 高崎市下小鳥町1268 027-361-5108

1420 群馬県木連 群馬県木連第07-
21号

永井木材㈱ 群馬県 高崎市双葉町23-3 027-325-3251

1421 群馬県木連 群馬県木連第07-
22号

㈲中村材木店 群馬県 高崎市和田町7-13 027-322-5887

1422 群馬県木連 群馬県木連第07-
23号

㈲信澤材木店 群馬県 高崎市江木町92 027-327-2555

1423 群馬県木連 群馬県木連第07-
24号

㈲野村材木店 群馬県 佐波郡玉村町角渕4585-8 0270-65-3701

1424 群馬県木連 群馬県木連第07-
25号

㈱半田 群馬県 高崎市筑繩町431-24 027-343-8177

1425 群馬県木連 群馬県木連第07-
26号

㈲藤井材木店 群馬県 高崎市八千代町1-12-10 027-322-3460

1426 群馬県木連 群馬県木連第07-
27号

㈲藤崎製材所 群馬県 高崎市大八木町952 027-361-4111

1427 群馬県木連 群馬県木連第07-
28号

㈲星野製材所 群馬県 高崎市江木町35 027-322-3238

1428 群馬県木連 群馬県木連第07-
29号

㈱堀材木店 群馬県 高崎市歌川町99 027-322-0089

1429 群馬県木連 群馬県木連第07-
30号

丸吉木材工業㈱ 群馬県 高崎市相生町52 027-323-1875

1430 群馬県木連 群馬県木連第07-
31号

㈲丸松木材 群馬県 高崎中居町3-6-13 027-352-7875

1431 群馬県木連 群馬県木連第07-
32号

㈲宮崎銘木店 群馬県 高崎市上大類町718-3 027-352-7074

1432 群馬県木連 群馬県木連第08-
01号

㈲新井材木店 群馬県 藤岡市藤岡864-1 0274-22-0560

1433 群馬県木連 群馬県木連第08-
02号

小池林業所 群馬県 高崎市新町3122 0274-42-8858

1434 群馬県木連 群馬県木連第08-
03号

㈱櫻井製材所 群馬県 藤岡市神田1361 0274-22-0805

1435 群馬県木連 群馬県木連第08-
04号

田中島木材㈱ 群馬県 高崎市新町1650-12 0274-42-0074

1436 群馬県木連 群馬県木連第08-
05号

多野産業㈱ 群馬県 藤岡市藤岡1858-1 0274-22-0036

1437 群馬県木連 群馬県木連第08-
06号

照幸三業㈲ 群馬県 藤岡市本動堂383-5 0274-23-0295

1438 群馬県木連 群馬県木連第08-
07号

福田木材 群馬県 藤岡市上大塚286 0274-23-5156

1439 群馬県木連 群馬県木連第08-
08号

御供木材㈱ 群馬県 藤岡市神田941-1 0274-22-0809

1440 群馬県木連 群馬県木連第08-
09号

㈱山幸材木店 群馬県 藤岡市藤岡997 0274-22-1057

1441 群馬県木連 群馬県木連第08-
10号

山田木材㈱ 群馬県 藤岡市上戸塚174-5 0274-24-0881

1442 群馬県木連 群馬県木連第08-
11号

山土木材㈱ 群馬県 藤岡市藤岡830 0274-22-2345
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1443 群馬県木連 群馬県木連第10-
01号

小栗木材 群馬県 富岡市中沢180-7 0274-67-2126

1444 群馬県木連 群馬県木連第10-
02号

㈱桐生林業 群馬県 富岡市南後箇982-1 0274-63-2402

1445 群馬県木連 群馬県木連第10-
03号

工藤製材所 群馬県 富岡市七日市822 0274-63-2357

1446 群馬県木連 群馬県木連第10-
04号

㈱津金沢製材所 群馬県 富岡市中沢乙187 0274-67-2415

1447 群馬県木連 群馬県木連第10-
05号

㈱勅使河原製材 群馬県 富岡市桑原1120-25 0274-64-0831

1448 群馬県木連 群馬県木連第10-
06号

永井製材㈱ 群馬県 富岡市桑原1120-22 0274-62-2631

1449 群馬県木連 群馬県木連第10-
07号

原島木材㈲ 群馬県 富岡市七日市1307-1 0274-63-1011

1450 群馬県木連 群馬県木連第10-
08号

㈱丸伸 群馬県 富岡市黒川1145-4 0274-63-5195

1451 群馬県木連 群馬県木連第10-
09号

三川木材工業 群馬県 富岡市七日市708 0274-62-0624

1452 群馬県木連 群馬県木連第10-
10号

㈱宮本製材所 群馬県 富岡市七日市1532 0274-62-0150

1453 群馬県木連 群馬県木連第10-
11号

㈱茂木ｸﾗﾌﾄﾜ-ｸｽ 群馬県 富岡市桑原1120-6 0274-62-0529

1454 群馬県木連 群馬県木連第10-
13号

㈲湯浅工業 群馬県 富岡市下丹生1523-4 0274-67-3158

1455 群馬県木連 群馬県木連第10-
14号

小河原建設㈱ 群馬県 甘楽郡甘楽町天引72 0274-74-3011

1456 群馬県木連 群馬県木連第10-
15号

富岡製材協同組合 群馬県 甘楽郡甘楽町白倉496-5 0274-74-6511

1457 群馬県木連 群馬県木連第10-
16号

松井木材㈱ 群馬県 甘楽郡甘楽町小幡1828 0274-74-2064

1458 群馬県木連 群馬県木連第11-
01号

相川産業㈱ 群馬県 甘楽郡下仁田町下小坂甲22 0274-82-3321

1459 群馬県木連 群馬県木連第11-
02号

㈲岩田製材所 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧4978 0274-84-2155

1460 群馬県木連 群馬県木連第11-
03号

㈲ｳｯﾄﾞｼｮｯﾌﾟ関口 群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田476-1 0274-82-2310

1461 群馬県木連 群馬県木連第11-
04号

㈲大手木材 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧5808-6 0274-84-2103

1462 群馬県木連 群馬県木連第11-
05号

㈲大宮製材所 群馬県 甘楽郡下仁田町下小坂33-4 0274-82-3122

1463 群馬県木連 群馬県木連第11-
06号

㈱岡田木材 群馬県 甘楽郡下仁田町南野牧7980 0274-84-2217

1464 群馬県木連 群馬県木連第11-
07号

㈲岡野製材所 群馬県 甘楽郡下仁田町馬山2784-1 0274-82-2645

1465 群馬県木連 群馬県木連第11-
08号

小井土製材㈱ 群馬県 甘楽郡下仁田町南野牧9678 0274-84-2920

1466 群馬県木連 群馬県木連第11-
09号

小井土木商 群馬県 甘楽郡下仁田町東野牧170 0274-82-4651

1467 群馬県木連 群馬県木連第11-
10号

島崎製材所 群馬県 甘楽郡下仁田町大桑原530 0274-82-2318

1468 群馬県木連 群馬県木連第11-
11号

㈲下協 群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田537-1 0274-82-3212

1469 群馬県木連 群馬県木連第11-
12号

下仁田林業㈱ 群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田482 0274-82-2075

1470 群馬県木連 群馬県木連第11-
13号

白山製材㈱ 群馬県 甘楽郡下仁田町白山23 0274-82-5707

1471 群馬県木連 群馬県木連第11-
14号

原製材㈱ 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧14667-1 0274-84-2107

1472 群馬県木連 群馬県木連第11-
15号

㈲藤崎木材 群馬県 甘楽郡下仁田町下仁田394 0274-82-2066

1473 群馬県木連 群馬県木連第11-
16号

マルサン木材 群馬県 甘楽郡下仁田町中小坂2876-4 0274-82-2438

1474 群馬県木連 群馬県木連第11-
17号

㈱山昭 群馬県 甘楽郡下仁田町西野牧4985 0274-84-2311

1475 群馬県木連 群馬県木連第11-
18号

㈲岩井木材 群馬県 安中市鷺宮519-5 027-385-8480

1476 群馬県木連 群馬県木連第11-
19号

近藤製材所 群馬県 甘楽郡南牧村小沢1204-3 0274-87-2734

1477 群馬県木連 群馬県木連第13-
01号

丸喜製材㈲ 群馬県 高崎市中室田町460 027-374-2323

1478 群馬県木連 群馬県木連第14-
01号

原田製材 群馬県 高崎市倉渕町三ノ倉422-3 027-378-2390

1479 群馬県木連 群馬県木連第16-
01号

㈱相崎 群馬県 渋川市金井1763 0279-22-2093

1480 群馬県木連 群馬県木連第16-
02号

新井製材 群馬県 渋川市村上119 0279-59-2020

1481 群馬県木連 群馬県木連第16-
03号

㈲かね松 群馬県 渋川市渋川2102-21 0279-22-0556

1482 群馬県木連 群馬県木連第16-
04号

北関東パネルシステム㈱ 群馬県 渋川市小野子2308-6 0279-59-2160

1483 群馬県木連 群馬県木連第16-
05号

㈲岸住宅資材 群馬県 北群馬郡吉岡町漆原169-3 0279-54-0561

1484 群馬県木連 群馬県木連第16-
06号

㈲佐藤製材所 群馬県 渋川市小野子2307 0279-59-2640

1485 群馬県木連 群馬県木連第16-
07号

㈱島田製材所 群馬県 渋川市吹屋200-1 0279-22-0495

1486 群馬県木連 群馬県木連第16-
08号

神宮木材 群馬県 北群馬郡吉岡町下野田933 0279-54-3860
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1487 群馬県木連 群馬県木連第16-
09号

立見商店 群馬県 北群馬郡榛東村新井1491 0279-54-3517

1488 群馬県木連 群馬県木連第16-
10号

㈱寺島製材所 群馬県 渋川市渋川2063-21 027-233-0700

1489 群馬県木連 群馬県木連第16-
11号

㈲羽鳥製材所 群馬県 北群馬郡榛東村山子田1439-1 0279-54-5142

1490 群馬県木連 群馬県木連第16-
12号

㈲萩原製材所 群馬県 渋川市渋川3223-5 0279-23-1613

1491 群馬県木連 群馬県木連第16-
13号

平方木材販売㈱ 群馬県 渋川市小野子23 0279-59-2566

1492 群馬県木連 群馬県木連第16-
14号

㈱福島商店 群馬県 渋川市金井443-3 0279-22-2948

1493 群馬県木連 群馬県木連第16-
15号

福田屋産業㈱ 群馬県 渋川市中村808 0279-22-1881

1494 群馬県木連 群馬県木連第16-
16号

㈱松藤 群馬県 北群馬郡吉岡町下野田982-1 0279-54-3024

1495 群馬県木連 群馬県木連第17-
01号

吾妻産業㈱ 群馬県 吾妻郡東吾妻町原町1184 0279-68-2252

1496 群馬県木連 群馬県木連第17-
02号

一場製材㈱ 群馬県 吾妻郡中之条町中之条1432-1 0279-75-2018

1497 群馬県木連 群馬県木連第17-
03号

㈲木屋 群馬県 吾妻郡中之条町伊勢町273-5 0279-75-5624

1498 群馬県木連 群馬県木連第17-
04号

霜田木材㈲ 群馬県 吾妻郡長野原町大津419-1 0279-82-3070

1499 群馬県木連 群馬県木連第17-
05号

上毛製材㈱ 群馬県 吾妻郡東吾妻町原町460-2 0289-68-2724

1500 群馬県木連 群馬県木連第17-
06号

富沢木材㈱ 群馬県 吾妻郡東吾妻町岩下762-1 0279-67-2326

1501 群馬県木連 群馬県木連第17-
07号

㈱ユハラ 群馬県 吾妻郡中之条町上沢渡31-3 0279-66-2821

1502 群馬県木連 群馬県木連第18-
01号

敷島木材工業㈱ 群馬県 渋川市赤城町津久田297 0279-56-2015

1503 群馬県木連 群馬県木連第18-
02号

田子林業㈱ 群馬県 渋川市赤城町津久田307-1 0279-23-1214

1504 群馬県木連 群馬県木連第18-
03号

㈲永井製材 群馬県 渋川市赤城町三原田502 0279-56-2652

1505 群馬県木連 群馬県木連第18-
04号

㈲林木材店 群馬県 渋川市赤城町津久田1940 0279-56-2658

1506 群馬県木連 群馬県木連第19-
01号

宇敷木材工業㈱ 群馬県 沼田市清水町4308 0278-23-0350

1507 群馬県木連 群馬県木連第19-
02号

㈱オオガネホ-ム 群馬県 沼田市鍛冶町947 0278-22-2939

1508 群馬県木連 群馬県木連第19-
03号

大竹木材商事㈱ 群馬県 沼田市薄根町乙3294 0278-24-8511

1509 群馬県木連 群馬県木連第19-
04号

㈲笠原商事 群馬県 沼田市下沼田町343 0278-22-4982

1510 群馬県木連 群馬県木連第19-
05号

㈲高橋木材店 群馬県 沼田市戸鹿野町252 0278-22-3531

1511 群馬県木連 群馬県木連第19-
06号

田代木材㈲ 群馬県 沼田市榛名町4180-1 0278-23-1345

1512 群馬県木連 群馬県木連第19-
07号

ナショナル建材工業㈱ 群馬県 沼田市井戸上町135 0278-22-5101

1513 群馬県木連 群馬県木連第19-
08号

富士木材工業㈱ 群馬県 沼田市恩田町600-1 0278-24-4008

1514 群馬県木連 群馬県木連第19-
09号

北毛商材 群馬県 沼田市井戸上町1178-1 0278-22-3585

1515 群馬県木連 群馬県木連第19-
10号

牧材木店 群馬県 沼田市西原新町1865-16 0278-22-2328

1516 群馬県木連 群馬県木連第19-
11号

増子林業 群馬県 沼田市柳町411-1 0278-24-0628

1517 群馬県木連 群馬県木連第19-
12号

㈱マツイ 群馬県 沼田市下沼田町345 0278-22-2138

1518 群馬県木連 群馬県木連第19-
13号

三山住建㈱ 群馬県 沼田市井戸上町123 0278-24-1964

1519 群馬県木連 群馬県木連第19-
14号

ヤマイチ木材㈱ 群馬県 沼田市井戸上町225-1 0278-24-1650

1520 群馬県木連 群馬県木連第19-
15号

山平木材㈲ 群馬県 沼田市井戸上町776 0278-24-0201

1521 群馬県木連 群馬県木連第20-
01号

㈲丸喜材木店 群馬県 利根郡みなかみ町羽場20 0278-64-1259

1522 群馬県木連 群馬県木連第20-
02号

㈲山忠木材 群馬県 利根郡みなかみ町下津3441 0278-62-1175

1523 群馬県木連 群馬県木連第21-
01号

小林林業 群馬県 沼田市利根町大原1139 0279-56-2700

1524 群馬県木連 群馬県木連第21-
02号

㈲星野造園土木 群馬県 沼田市利根町大楊15 0278-56-2475

1525 群馬県木連 群馬県木連第21-
03号

横坂木材 群馬県 沼田市利根町根利576 0278-54-8521

1526 群馬県木連 群馬県木連第22-
01号

花咲製材 群馬県 利根郡片品村花咲741 0278-58-2049

1527 群馬県木連 群馬県木連第22-
02号

星野造材 群馬県 利根郡片品村御座入852 0278-58-3138

1528 群馬県木連 群馬県木連第22-
03号

㈱星野林業 群馬県 沼田市利根町平川1108 0278-56-2341

1529 群馬県木連 群馬県木連第23-
01号

㈱山幸とくもく 群馬県 沼田市下沼田町177 0278-23-2622

1530 群馬県木連 群馬県木連第02-
21号

齋藤林産業㈲ 群馬県 太田市尾島町539 0276-52-1555
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1531 群馬県木連 群馬県木連第02-
22号

㈲八潮産商 群馬県 太田市東新町360-5 0276-37-6625

1532 群馬県木連 群馬県木連第03-
14号

㈱アライ製材 群馬県 みどり市笠懸町阿左美815-11

1533 群馬県木連 群馬県木連第03-
15号

新正木材㈱ 群馬県 桐生市相生町一丁目625-1 0277-78-4436

1534 群馬県木連 群馬県木連第05-
10号

境木材㈱ 群馬県 伊勢崎市境栄130-3 0270-74-0617

1535 群馬県木連 群馬県木連第06-
33号

氏家木材乾燥㈲ 群馬県 前橋市東片貝町846-1 0279-56-8145

1536 群馬県木連 群馬県木連第08-
12号

黒沢商店 群馬県 藤岡市上戸塚191-4 0274-23-9956

1537 群馬県木連 群馬県木連第08-
13号

県産材加工協同組合 群馬県 藤岡市浄法寺511-1 0274-20-3232

1538 群馬県木連 群馬県木連第15-
01号

㈲岡田木材 群馬県 高崎市箕郷町矢原983 027-371-3388

1539 群馬県木連 群馬県木連第15-
02号

小川材木店 群馬県 高崎市箕郷町柏木沢59 027-371-2490

1540 群馬県木連 群馬県木連第15-
03号

小野里木材 群馬県 高崎市箕郷町東明屋121-6 027-371-2080

1541 群馬県木連 群馬県木連第15-
04号

高橋建設㈱ 群馬県 高崎市箕郷町西明屋441 027-371-2007

1542 群馬県木連 群馬県木連第15-
05号

㈲堀内製材所 群馬県 高崎市箕郷町矢原623 027-371-2136

1543 群馬県木連 群馬県木連第15-
06号

山一木材 群馬県 高崎市箕郷町柏木沢839-1 027-371-3011

1544 群馬県木連 群馬県木連第12-
01号

上信林業㈱ 群馬県 安中市松井田町坂本906 027-395-2230

1545 群馬県森連 群森合認第01号 赤城南麓森林組合 群馬県 前橋市滝窪町1335-28 027-283-5067

1546 群馬県森連 群森合認第02号 渋川広域森林組合 群馬県 渋川市金井367 0279-24-1495
1547 群馬県森連 群森合認第03号 利根沼田森林組合 群馬県 利根郡川場村大字谷地2054-4 0278-52-2127
1548 群馬県森連 群森合認第04号 片品村森林組合 群馬県 利根郡片品村大字鎌田3967 0278-58-2015
1549 群馬県森連 群森合認第05号 利根村森林組合 群馬県 沼田市利根町追貝37 0278-56-3543

1550 群馬県森連 群森合認第06号 神流川森林組合 群馬県 多野郡神流町大字麻生92 0274-57-2140
1551 群馬県森連 群森合認第07号 上野村森林組合 群馬県 多野郡上野村大字川和989 0274-59-2074
1552 群馬県森連 群森合認第08号 多野東部森林組合 群馬県 藤岡市藤岡1470-1 0274-22-3358
1553 群馬県森連 群森合認第09号 下仁田町森林組合 群馬県 甘楽郡下仁田町大字下小坂 0274-82-2306

1554 群馬県森連 群森合認第10号 南牧村森林組合 群馬県 甘楽郡南牧村大字小沢1304 0274-87-2102
1555 群馬県森連 群森合認第11号 鏑川東部森林組合 群馬県 富岡市富岡2486-10 0274-63-4301
1556 群馬県森連 群森合認第12号 烏川流域森林組合 群馬県 高崎市倉渕町三ノ倉303 027-378-2030
1557 群馬県森連 群森合認第13号 碓氷川森林組合 群馬県 安中市松井田町新堀236-21 027-393-0234

1558 群馬県森連 群森合認第14号 吾妻森林組合 群馬県 吾妻郡中之条町大字中之条町1836 0279-75-3026
1559 群馬県森連 群森合認第15号 わたらせ森林組合 群馬県 みどり市東町花輪237 0277-97-2126
1560 群馬県森連 群森合認第16号 桐生広域森林組合 群馬県 桐生市桐生町3-560-5 0277-55-0077
1561 群馬素生協 群馬素生協第240

号
㈲井田林業 群馬県 高崎市貝沢町102 027-361-0075

1562 群馬素生協 群馬素生協第216
号

須藤木材 群馬県 高崎市箕郷町富岡1607-9 027-371-3457

1563 群馬素生協 群馬素生協第220
号

㈲内山林業 群馬県 高崎市請地町11 027-322-3473

1564 群馬素生協 群馬素生協第205
号

後藤木材 群馬県 高崎市箕郷町中野276 027-371-5360

1565 群馬素生協 群馬素生協第211
号

柳澤木材 群馬県 安中市松井田町北ノ牧17895 027-395-2734

1566 群馬素生協 群馬素生協第806
号

清水重信 群馬県 高崎市榛名町上里見2885 027-374-0001

1567 群馬素生協 群馬素生協第208
号

(協)高崎林業機動隊 群馬県 高崎市請地町47 027-326-1000

1568 群馬素生協 群馬素生協第202
号

㈲藤井木材 群馬県 高崎市榛名町下室田947-1 027-374-1056

1569 群馬素生協 群馬素生協第625
号

塚越林業 群馬県 高崎市倉渕町権田4550-1 027-378-3707

1570 群馬素生協 群馬素生協第685
号

土屋建設㈱ 群馬県 安中市松井田町五料1634-1 027-395-2923

1571 群馬素生協 群馬素生協第744
号

市川勇 群馬県 高崎市倉渕町権田2507 027-378-2025

1572 群馬素生協 群馬素生協第785
号

㈲倉渕林業 群馬県 高崎市倉渕町権田3770 027-378-3086

1573 群馬素生協 群馬素生協第206
号

石川木材工業㈲ 群馬県 高崎市箕郷町矢原55-3 027-371-6861

1574 群馬素生協 群馬素生協第247
号

戸塚精一 群馬県 高崎市倉渕町三ノ倉497 027-378-2133

1575 群馬素生協 群馬素生協第635
号

㈱清水インダストリ- 群馬県 高崎市金古町1804-5 027-372-3204

1576 群馬素生協 群馬素生協第025
号

須田造林 群馬県 渋川市赤城町深山567 0279-56-7583

1577 群馬素生協 群馬素生協第017
号

角田木材 群馬県 渋川市赤城町津久田179-7 0279-56-2617

1578 群馬素生協 群馬素生協第013
号

野村長二 群馬県 渋川市北牧355-7 0279-53-2231

1579 群馬素生協 群馬素生協第022
号

藤森木材 群馬県 渋川市伊香保町伊香保327-10 0279-72-4624

1580 群馬素生協 群馬素生協第020
号

大三林業㈲ 群馬県 前橋市鳥羽町697-23 027-253-9706

1581 群馬素生協 群馬素生協第927
号

小渕林業 群馬県 渋川市上白井1844-3 0279-53-2701

1582 群馬素生協 群馬素生協第021
号

小林製作所 群馬県 勢多郡富士見村横室222-1 027-288-3848
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1583 群馬素生協 群馬素生協第001
号

三山工業㈱ 群馬県 前橋市総社町169 027-251-0511

1584 群馬素生協 群馬素生協第005
号

斎藤林業 群馬県 渋川市北橘村下南室196 0279-52-2691

1585 群馬素生協 群馬素生協第102
号

㈱吉本上野事業所 群馬県 多野郡上野村楢原305-1 0274-59-2033

1586 群馬素生協 群馬素生協第677
号

高桑木材 群馬県 藤岡市上日野1574 0274-28-0451

1587 群馬素生協 群馬素生協第110
号

㈲楢原愛林 群馬県 多野郡上野村楢原1917 0274-59-2826

1588 群馬素生協 群馬素生協第178
号

村山林業 群馬県 多野郡上野村乙父512 0274-59-2068

1589 群馬素生協 群馬素生協第163
号

㈲土屋林業 群馬県 富岡市妙義町菅原973 0274-73-2755

1590 群馬素生協 群馬素生協第160
号

浅香建設 群馬県 甘楽郡甘楽町小幡1446-2 0274-82-3538

1591 群馬素生協 群馬素生協第151
号

小井土林業 群馬県 甘楽郡下仁田町南野牧8057-7 0274-84-2333

1592 群馬素生協 群馬素生協第255
号

轟木材㈱ 群馬県 吾妻郡東吾妻町萩生2884-4 0279-69-2027

1593 群馬素生協 群馬素生協第272
号

玉屋木材 群馬県 吾妻郡高山村中山408-102 0279-63-2753

1594 群馬素生協 群馬素生協第1007
号

関口孝一 群馬県 吾妻郡東吾妻町川戸601 0279-68-2816

1595 群馬素生協 群馬素生協第251
号

四万林業協業組合 群馬県 吾妻郡中之条町中之条町62-2 0279-75-5802

1596 群馬素生協 群馬素生協第267
号

立石木材㈱ 群馬県 吾妻郡草津町草津542-6 0279-88-2348

1597 群馬素生協 群馬素生協第270
号

㈲萩原商店 群馬県 吾妻郡六合村小雨668-2 0279-95-3036

1598 群馬素生協 群馬素生協第252
号

関林業 群馬県 吾妻郡中之条町四万70 0279-64-2648

1599 群馬素生協 群馬素生協第286
号

㈲中山林業 群馬県 吾妻郡高山村中山2979-3 0279-63-2311

1600 群馬素生協 群馬素生協第260
号

高橋木材 群馬県 吾妻郡東吾妻町大柏木2664 0279-69-2413

1601 群馬素生協 群馬素生協第265
号

㈱美才冶林業 群馬県 吾妻郡長野原町川原湯394-1 0279-83-^2521

1602 群馬素生協 群馬素生協第258
号

青木商店 群馬県 吾妻郡東吾妻町泉沢1064-2 0279-68-3368

1603 群馬素生協 群馬素生協第275
号

三枝博行 群馬県 吾妻郡東吾妻町奥田441 0279-59-3957

1604 群馬素生協 群馬素生協第339
号

㈲岩森庭石店 群馬県 桐生市梅田町3-93 0277-32-1138

1605 群馬素生協 群馬素生協第085
号

小林産業㈱ 群馬県 利根郡みなかみ町羽場826 0278-64-0216

1606 群馬素生協 群馬素生協第552
号

赤城造林㈲ 群馬県 沼田市利根町根利450 0278-54-8825

1607 群馬素生協 群馬素生協第062
号

利根林業㈲ 群馬県 沼田市利根町根利891 0278-54-8751

1608 群馬素生協 群馬素生協第656
号

星野林業 群馬県 利根郡片品村土出738 0278-58-7306

1609 群馬素生協 群馬素生協第088
号

星悦林業 群馬県 利根郡片品村花咲724-9 0278-58-2970

1610 群馬素生協 群馬素生協第779
号

萩原木材 群馬県 利根郡片品村鎌田3952-7 0278-58-3051

1611 群馬素生協 群馬素生協第1001
号

㈱土出工業 群馬県 利根郡片品村土出724 0278-58-7085

1612 群馬素生協 群馬素生協第090
号

大楊金子林業 群馬県 沼田市利根町大楊275 0278-56-3354

1613 群馬素生協 群馬素生協第1002
号

㈱カタウン 群馬県 利根郡片品村須賀川129-3 0278-58-3525

1614 群馬素生協 群馬素生協第061
号

吉野木材 群馬県 沼田市利根町日向南郷181 0278-54-8811

1615 群馬素生協 群馬素生協第072
号

原澤林業 群馬県 利根郡川場村天神408 0278-52-2308

1616 群馬素生協 群馬素生協第081
号

小田原緑化開発㈱ 群馬県 沼田市町田町694-1 0278-22-2356

1617 群馬素生協 群馬素生協第1003
号

田村林業㈲ 群馬県 利根郡みなかみ町吹路296 0278-66-0580

1618 群馬素生協 群馬素生協第053
号

戸部辰雄 群馬県 沼田市佐山町1609 0278-23-9239

1619 群馬素生協 群馬素生協第1004
号

㈲利根緑化 群馬県 沼田市白沢町上古語父1227-1 0278-53-2193

1620 群馬素生協 群馬素生協第065
号

小菅林業㈲ 群馬県 沼田市利根町根利793-5 0278-54-8851

1621 群馬素生協 群馬素生協第075
号

澤田林業 群馬県 利根郡みなかみ町上牧3334-1 0278-72-5734

1622 群馬素生協 群馬素生協第935
号

㈲星武興業 群馬県 沼田市上発地町1301 0278-23-9205

1623 群馬素生協 群馬素生協第058
号

角石林業㈱ 群馬県 沼田市利根町青木594 0278-54-8325

1624 群馬素生協 群馬素生協第078
号

武田林業 群馬県 利根郡みなかみ町相俣120 0278-66-0219

1625 群馬素生協 群馬素生協第080
号

高橋林業 群馬県 利根郡みなかみ町相俣1287-1 0278-66-0721

1626 群馬素生協 群馬素生協第068
号

木内林業 群馬県 利根郡片品村鎌田4088-2 0278-58-2024
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1627 群馬素生協 群馬素生協第076
号

阿部林産 群馬県 利根郡みなかみ町粟沢253 0278-72-3543

1628 群馬素生協 群馬素生協第1005
号

㈲三国林産造林 群馬県 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉928 0278-66-1392

1629 群馬素生協 群馬素生協第358
号

田村次男 群馬県 吾妻郡東吾妻町原町3739 0279-68-4395

1630 群馬素生協 群馬素生協第773
号

田村正雄 群馬県 藤岡市上日野129 0274-28-0341

1631 群馬素生協 群馬素生協第145
号

木村正 群馬県 藤岡市坂原2348 0274-56-0330

1632 群馬素生協 群馬素生協第1006
号

日本製紙総合開発㈱丸沼高原リ
ゾ-ト事業部

群馬県 利根郡片品村東小川4658-58 0278-58-2211

1633 群馬素生協 群馬素生協第652
号

山七林業 群馬県 藤岡市高山1244 0274-23-9632

1634 群馬素生協 群馬素生協第801
号

㈲池田 群馬県 高崎市倉渕町権田3656 0278-378-3001

1635 群馬素生協 群馬素生協第354
号

神戸政男 群馬県 富岡市上丹生680-1 0274-73-2848

1636 群馬素生協 群馬素生協第190
号

㈱唐沢運輸 群馬県 高崎市下室田町1808 027-374-5156

1637 群馬素生協 群馬素生協第743
号

村山興業 群馬県 吾妻郡中之条町西中之条1011-9 0279-75-3865

1638 群馬素生協 群馬素生協第250
号

黒崎林業 群馬県 吾妻郡中之条町市城97 0279-75-2866

1639 日合商 北関東-0001 ㈱廣福 埼玉県 蕨市塚越6-6-13
1640 日合商 北関東-0002 ㈱ランバ-テック 埼玉県 蕨市塚越6-6-13

1641 日合商 北関東-0003 ㈲ハウス・デポ松村 埼玉県 行田市持田2丁目2-18
1642 日合商 北関東-0004 コ-ワ㈱ 埼玉県 狭山市上奥富36-1
1643 日合商 北関東-0005 ミズノ㈱ 埼玉県 飯能市大字笠縫429-1

1644 日合商 北関東-0007 ヤマワ合板㈱ 埼玉県 秩父市桜木町17番地34号
1645 日合商 北関東-0010 ㈲丸宝 埼玉県 新座市野火止6-19-3
1646 日合商 北関東-0011 ㈱ハウス・デポ坂戸 埼玉県 坂戸市戸宮419-7
1647 日合商 北関東-0012 ㈱ナバケン 埼玉県 志木市中宗岡3丁目3番8号

1648 日合商 北関東-0017 ㈱酒井材木店 埼玉県 大里郡寄居町寄居1386
1649 日合商 北関東-0019 ㈱滝原材木店 埼玉県 幸手市神明内48-3
1650 日合商 北関東-0020 ㈱フジムラ 埼玉県 入間市久保稲荷5-6-8
1651 日合商 北関東-0021 東武新建材㈱ 埼玉県 新座市馬場2丁目6番5号

1652 日合商 北関東-0022 ㈲町田材木店 埼玉県 久喜市吉羽1丁目42番地16
1653 日合商 北関東-0023 ㈱桝徳 埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町1-697
1654 日合商 北関東-0024 ㈱ランバ-スクエア 埼玉県 川口市戸塚東4-2-14
1655 日合商 北関東-0025 マルサン木材㈲ 埼玉県 さいたま市桜区田島1丁目20番18号

1656 日合商 北関東-0026 ウッド建材㈱ 埼玉県 入間郡三芳町上富890-1
1657 日合商 北関東-0030 ㈱川口木材センタ- 埼玉県 川口市大字新井宿880番地
1658 日合商 北関東-0031 ダイソ-住宅資材㈱ 埼玉県 戸田市美女木8丁目14番3号
1659 日合商 北関東-0032 ㈱川合ランバ-センタ- 埼玉県 朝霞市三原5丁目10番2号

1660 日合商 北関東-0037 エ-ケ-・マテリアル㈱ 埼玉県 川越市吉田126-1
1661 日合商 東京-0008 共和商事㈱ 埼玉県 八潮市大瀬808-1
1662 日合商 東京-0010 ユニマテック㈱ 埼玉県 草加市瀬崎町1795-1
1663 日合商 東京-0015 北伸合板㈱ 埼玉県 越谷市相模町5丁目251番地

1664 NPC ＮＰＣ（認）第
0013号

大日建材工業㈱ 埼玉県 北足立郡伊奈町小室4506番地

1665 表示推進協 109001 さいたま県産木材認証センタ- 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-14-13 048-822-2568

1666 全天連 全天連第042号 （株）ト-ホ-ウッドワ-クス 埼玉県 川口市芝下2-26-4 048(281)2630
1667 全天連 全天連第080号 （株）エビハラ 埼玉県 春日部市豊野町2-16-2 048(735)2253
1668 全天連 全天連第094号 （有）山一商店 埼玉県 川口市東領家2-28-15 048(225)0370
1669 全天連 全天連第099号 （有）神谷商店 埼玉県 越谷市蒲生1-12-27 048(961)3520

1670 全天連 全天連第153号 (有)カワシマ 埼玉県 北葛飾郡松伏町ゆめみ野4-16-26 048(992)3432
1671 全森連 全森合認11号 埼玉県森林組合連合会 埼玉県 さいたま市浦和区高砂1-14-13 048-822-5266
1672 全市連 全市連110-01 東京新宿木材市場㈱鶴ヶ島売場 埼玉県 埼玉
1673 全市連 全市連110-02 東京新宿木材市場㈱埼玉センタ- 埼玉県 埼玉

1674 全市連 全市連110-03 ㈱東京木材相互市場システム流
通事業部

埼玉県 埼玉

1675 全市連 全市連110-04 ㈱東京木材相互市場相互吹上市
場

埼玉県 埼玉

1676 全市連 全市連110-05 丸宇木材市売㈱北浜市場 埼玉県 埼玉
1677 全市連 全市連110-06 ㈱吉貞戸田市場 埼玉県 埼玉
1678 全市連 全市連110-07 ㈱吉貞熊谷市場 埼玉県 埼玉
1679 全市連 全市連110-08 東京木材市場㈱越谷センタ- 埼玉県 埼玉

1680 全市連 全市連110-09 ナイス㈱埼玉木材営業所 埼玉県 埼玉
1681 全市連 全市連110-10 ナイス㈱越谷物流センタ- 埼玉県 埼玉
1682 全買連 全買連6 カクニ木材工業（株） 埼玉県 飯能市大字岩沢256番地
1683 埼玉県木協 埼玉県木協合法第

001号
㈲丸宝 埼玉県 新座市野火止6-19-3 048-477-6326

1684 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
002号

㈱旭新飯能工場 埼玉県 飯能市芦苅場348-3 0429-74-1827

1685 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
003号

㈱吾野原木センタ- 埼玉県 飯能市大字平戸203 0429-78-1286

1686 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
004号

島崎木材㈱ 埼玉県 行田市桜町1-22-14 048-553-1134

1687 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
005号

㈲山中木材 埼玉県 北葛飾郡栗橋町東4-23-10 0480-52-0159

1688 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
006号

㈱津金沢製材所 埼玉県 蕨市中央6-11-10 048-443-5039

1689 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
007号

㈱サイモクホ-ム 埼玉県 大里郡寄居町大字三ｹ山389-5 048-581-7803

1690 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
008号

坂巻林業 埼玉県 南埼玉郡宮代町山崎900-2 0480-33-0224

1691 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
009号

㈲高橋ウッドシステム 埼玉県 比企郡嵐山町むさし台3-28-1 0493-62-5422
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1692 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
010号

（合）丸平細井材木店 埼玉県 南埼玉郡白岡町白岡1493 0480-92-0046

1693 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
011号

㈲大橋住宅資材 埼玉県 朝霞市膝折町3-1-36 048-467-4141

1694 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
012号

㈲児玉材木店 埼玉県 川口市安行領根岸322-1 048-261-2466

1695 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
013号

㈲ホンダ木材 埼玉県 新座市東北2-24-31 048-477-3107

1696 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
014号

㈲川田材木店 埼玉県 北埼玉郡大利根町下新井2052-2 0480-72-5153

1697 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
015号

㈱日新木材 埼玉県 飯能市美杉台2-12-5 042-973-3899

1698 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
016号

梨木売場 埼玉県 飯能市大河原51 042-972-4216

1699 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
017号

㈲秩父屋材木店 埼玉県 秩父郡東秩父村御堂20-1 0493-82-1331

1700 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
018号

㈱瀧石コ-ポレ-ション 埼玉県 秩父市荒川上田野768 0494-54-2233

1701 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
019号

日本住建㈱ 埼玉県 飯能市大字芦苅場358-1 042-972-2196

1702 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
020号

初雁木材㈲ 埼玉県 朝霞市膝折町3-4-40 048-461-0144

1703 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
021号

埼玉木材工業㈱ 埼玉県 大里郡寄居町大字桜沢566 048-581-0154

1704 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
022号

㈲大高商店 埼玉県 北足立郡伊奈町大字小室9927 048-722-8811

1705 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
023号

㈱カキヌマ 埼玉県 入間郡三芳町大字藤久保826-3 049-258-8731

1706 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
024号

㈲三澤屋木材 埼玉県 川越市石原町1-18-10 049-222-1025

1707 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
025号

小川材木店 埼玉県 川越市大字小堤184-2 049-232-0755

1708 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
026号

㈲栗原木材 埼玉県 川越市大字的場1811 049-231-1370

1709 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
027号

㈲奥富製材工場 埼玉県 川越市大字今福821-1 0492-43-4052

1710 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
028号

菅沼材木店 埼玉県 入間郡三芳町北永井宮本960-7 049-258-5936

1711 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
029号

長坂木材銘木興業㈱ 埼玉県 川越市府川147 049-224-1396

1712 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
030号

㈱新栄 埼玉県 川越市南台2-8-2 049-243-0130

1713 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
031号

早川住建㈱川越営業所 埼玉県 川越市氷川町28 049-225-3111

1714 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
032号

㈲鈴木材木店 埼玉県 川越市砂新田117 049-242-7206

1715 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
033号

㈱荻窪木材工業 埼玉県 川越市広栄町1-23 049-243-3834

1716 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
034号

共和木材㈱ 埼玉県 川越市喜多町4-6 049-222-0028

1717 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
035号

丸ネ木材株 埼玉県 川越市宮下町1-3-12 049-222-0570

1718 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
036号

㈲渋谷材木店 埼玉県 川越市古谷上4403 049-235-1621

1719 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
037号

㈱カワモク 埼玉県 川越市六軒町1-10-1 049-222-4645

1720 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
038号

㈲川越銘木センタ- 埼玉県 川越製大字山田2015-2 049-224-2872

1721 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
039号

㈱カネザワ 埼玉県 児玉郡神川町大字元阿保852 0495-77-2255

1722 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
040号

㈱田中製材所 埼玉県 飯能市大字南759 042-974-1717

1723 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
041号

宮寺材木店 埼玉県 飯能市大字唐竹143 0429-77-0884

1724 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
042号

加治木材 埼玉県 飯能市原市場612 042-977-0212

1725 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
043号

グリ-ンスマイル 埼玉県 飯能市中藤中郷327 042-977-0217

1726 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
044号

㈲益山材木店 埼玉県 久喜市本町1-7-7 0480-21-0209

1727 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
045号

三上木材㈱ 埼玉県 志木市本町1-2-22 048-471-0053

1728 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
046号

藤栄木材㈲ 埼玉県 日高市女影新田34-5 0429-89-4721

1729 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
047号

㈱ミヤックス 埼玉県 所沢市大字日比田95-2 042-946-3894

1730 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
048号

細田材木店 埼玉県 飯能市柳町14-1 042-972-2675

1731 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
049号

㈲小峰材木店 埼玉県 飯能市長沢903 042-978-0848

1732 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
050号

㈲村益材木店 埼玉県 上尾市錦町11-4 048-773-1611

1733 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
051号

㈲小林材木店 埼玉県 大里郡江南町大字桶春1963-2 048-536-1589

1734 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
052号

飯塚材木店 埼玉県 深谷市川本明戸105-1 048-583-2177

1735 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
053号

田中木材㈱ 埼玉県 所沢市旭町24-18 0429-94-2575
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1736 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
054号

吉沢樫材工業㈲ 埼玉県 熊谷市小曽根751-1 048-521-2168

1737 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
055号

㈱新井材木店 埼玉県 比企郡嵐山町大字菅谷222-3 0493-62-2156

1738 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
056号

森林商事㈱熊谷営業所 埼玉県 熊谷市大字今井字沼田1193-1 048-521-4325

1739 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
057号

坂巻木材工業 埼玉県 南埼玉郡宮代町西原417 0480-33-0269

1740 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
058号

㈱シマザキ 埼玉県 行田市大字和田23-3 048-556-3341

1741 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
059号

㈲川口材木店 埼玉県 日高市大字南平沢1452 042-989-0066

1742 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
060号

岩泉工業㈱ 埼玉県 飯能市小岩井706-1 04297-3-7715

1743 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
061号

細井林業 埼玉県 南埼玉郡宮代町字西原315 0480-34-6407

1744 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
062号

㈲町田材木店 埼玉県 久喜市吉羽1-42-16 0480-22-4331

1745 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
063号

藤田木材 埼玉県 新座市菅沢1-9-20 048-479-1091

1746 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
064号

柏屋商事㈱ 埼玉県 飯能市芦苅場358-5 042-973-2351

1747 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
065号

㈱梨木建設・木材部 埼玉県 飯能市大字大河原273-6 042-972-7251

1748 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
066号

カネス鈴木木材㈲ 埼玉県 飯能市大字上名栗2647-1 042-979-0033

1749 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
067号

志水木材㈱ 埼玉県 さいたま市桜区大久保領家620 048-853-3732

1750 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
068号

㈲渡辺木材 埼玉県 さいたま市緑区大崎1761-2 048-878-4433

1751 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
069号

石井材木店 埼玉県 飯能市大字上名栗3114-1 042-979-0903

1752 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
070号

㈱井出材木店 埼玉県 新座市大和田1-1-6 048-478-3083

1753 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
071号

㈱丸栄商店 埼玉県 飯能市川寺550-1 042-972-4660

1754 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
072号

山富材木㈲ 埼玉県 蕨市南町3-17-5 048-441-4072

1755 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
073号

㈱竹内欅材店 埼玉県 熊谷市大字石原861-4 048-521-0527

1756 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
074号

㈲新忠木材 埼玉県 さいたま市浦和区常盤3-8-6 048-831-2590

1757 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
075号

丸伸銘木加工 埼玉県 南埼玉郡白岡町太田新井1154-4 0480-92-9750

1758 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
076号

星野材木店 埼玉県 さいたま市南区大谷口3160 048-873-0213

1759 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
077号

栗島木材㈱ 埼玉県 熊谷市大字柿沼239-5 048-522-3551

1760 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
078号

田沼木材㈱ 埼玉県 熊谷市妻沼1144-1 048-588-0621

1761 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
079号

㈱川合ランバ-センタ- 埼玉県 朝霞市三原5-10-21 048-461-0327

1762 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
080号

㈱町田木材 埼玉県 飯能市下名栗1282 042-979-0213

1763 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
082号

埼玉木材㈱ 埼玉県 さいたま市南区鹿手袋2-6-18 048-862-5511

1764 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
083号

吉田材木店 埼玉県 飯能市赤沢1072 042-977-0303

1765 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
084号

㈲クリオ材木店 埼玉県 新座市栄5-9-36 048-478-1138

1766 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
086号

㈱安藤木材 埼玉県 飯能市大字原町120-6 0429-73-2533

1767 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
087号

早野材木店 埼玉県 飯能市小岩井1029-2 042-972-6038

1768 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
088号

㈲コヤノ材木 埼玉県 飯能市岩淵129-2 042-972-7422

1769 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
089号

山一木材 埼玉県 飯能市赤沢219 042-977-0030

1770 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
090号

岡部材木店 埼玉県 飯能市赤沢238 042-977-0101

1771 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
091号

上山木材 埼玉県 飯能市大字芦苅場776-1 042-974-1717

1772 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
092号

埼玉林材市場㈱ 埼玉県 飯能市大字芦苅場776-1 042-974-1717

1773 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
093号

大道材木店 埼玉県 飯能市大字赤沢546-1 042-977-0426

1774 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
094号

井戸入木材㈲ 埼玉県 飯能市赤沢255-1 042-977-0041

1775 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
095号

叶木材㈲ 埼玉県 飯能市赤沢86-2

1776 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
096号

石原材木店 埼玉県 飯能市大字上赤工176 042-977-0063

1777 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
097号

㈲臼井材木店 埼玉県 飯能市大字原市場624-5 042-977-0018

1778 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
098号

谷口材木店 埼玉県 飯能市中藤上郷80-1 042-977-0023

1779 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
099号

前原材木店 埼玉県 飯能市上名栗360 042-979-0176
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1780 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
100号

㈲島田木工所 埼玉県 比企郡小川町大字増尾496-3 0493-72-1353

1781 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
101号

㈱杉戸銘木店 埼玉県 北葛飾郡杉戸町下野942-1 04803-4-1536

1782 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
102号

㈲金堀原木市場 埼玉県 日高市大字上鹿山765 0429-85-5289

1783 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
103号

㈲タカイチ 埼玉県 さいたま市北区宮原町2-33-8 048-664-1950

1784 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
104号

㈲松野屋産業 埼玉県 比企郡都幾川村大字大野103 0493-67-0618

1785 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
105号

㈱枡徳 埼玉県 さいたま市大宮区堀の内町1-697 048-658-5600

1786 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
106号

㈲中島材木店 埼玉県 比企郡ときがわ町西平684-2 0493-67-0015

1787 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
107号

安藤林業研究所 埼玉県 比企郡小川町下里1453 0493-93-0825

1788 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
108号

ときがわ木材㈲ 埼玉県 比企郡ときがわ町大字田中409 0493-65-4770

1789 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
109号

松村木材 埼玉県 比企郡ときがわ町大字椚平609-1 0493-67-1760

1790 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
110号

㈲高橋材木店 埼玉県 日高市大字女影687 042-989-2690

1791 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
111号

柳田木材㈱ 埼玉県 上尾市西宮下2-82-2 0485-48-8818

1792 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
112号

㈱石井ウッド 埼玉県 飯能市東町27-5 0429-85-6377

1793 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
113号

協同組合フォレスト西川 埼玉県 飯能市芦苅場708-1 042-971-2622

1794 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
114号

星野木材㈱ 埼玉県 さいたま市大宮区堀の内1-359 048-641-1005

1795 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
115号

㈱ダイト- 埼玉県 さいたま市北区日進町2-781 048-663-2867

1796 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
116号

㈱茂木 埼玉県 さいたま市西区差扇2297-2 048-622-0291

1797 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
117号

㈱道林 埼玉県 さいたま市北区吉野町2-259 048-652-1841

1798 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
118号

㈱マルオカ 埼玉県 さいたま市北区日進町3-411 048-651-0203

1799 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
119号

森泉木材㈱ 埼玉県 上尾市宕-6-9 048-773-5111

1800 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
120号

㈱酒井材木店 埼玉県 大里郡寄居町大字寄居1386 048-581-4554

1801 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
121号

小熊木材㈲ 埼玉県 さいたま市大宮区東町1-114 048-641-0981

1802 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
122号

名栗木材㈱ 埼玉県 飯能市大字上名栗545 042-979-0069

1803 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
123号

木村木材工業㈱ 埼玉県 鴻巣市本町3-8-37 048-542-8111

1804 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
124号

金子製材㈱） 埼玉県 秩父郡横瀬町大字5859-2 0494-22-6155

1805 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
125号

㈲長木屋材木店 埼玉県 さいたま市大宮区三橋2-634 048-641-1377

1806 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
126号

深澤木材㈱ 埼玉県 さいたま市北区本郷町326 048-665-1515

1807 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
127号

山栃丸太 埼玉県 飯能市大字上名栗1246 042-979-0035

1808 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
128号

㈱関口材木店 埼玉県 行田市南河原1590-1 048-557-2323

1809 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
129号

協同組合彩の森とき川 埼玉県 比企郡ときかわ町西平2548-5 0493-59-1101

1810 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
130号

㈱ナリキヤ 埼玉県 狭山市入間川3-23-3 04-2952-3171

1811 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
131号

㈲石山材木店 埼玉県 朝霞市幸町2-4-2 048-461-0054

1812 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
132号

㈱ウッデイ-坂本 埼玉県 熊谷市石原1-132 048-521-0914

1813 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
133号

熊谷木材工業㈱ 埼玉県 熊谷市大字三ヶ尻4268 048-533-7275

1814 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
134号

合名会社田口材木店 埼玉県 熊谷市石原3-262 048-521-0444

1815 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
135号

関橋材木店 埼玉県 飯能市大字中藤上郷1-1 042-977-3167

1816 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
136号

横田木材 埼玉県 秩父郡小鹿野町大字小鹿野2117-1 0494-75-0450

1817 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
137号

丸幸木材 埼玉県 秩父郡小鹿野町両神薄7256 0494-79-0897

1818 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
138号

㈲小林製材所 埼玉県 秩父市荒川上田野1460-2 0494-54-1012

1819 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
139号

㈲若林製材所 埼玉県 秩父郡横瀬町大字横瀬5900 0494-22-2655

1820 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
140号

㈱アオノ 埼玉県 秩父市下影森404 0494-22-3435

1821 埼玉県木協 埼玉県木協合法第
141号

東洋産業㈲ 埼玉県 秩父市中宮地町32-15 0494-22-2155

1822 埼玉県森連 埼玉県森合認01号 西川広域森林組合 埼玉県 飯能市大字阿須343-1 042-972-7163
1823 埼玉県森連 埼玉県森合認02号 秩父広域森林組合 埼玉県 秩父市上影森825-8 0492-22-9898
1824 埼玉県森連 埼玉県森合認03号 埼玉県中央部森林組合 埼玉県 比企郡小川町大字高谷2466-4 0493-72-1125

1825 埼玉県森連 埼玉県森合認04号 こだま森林組合 埼玉県 児玉郡神川町大字下阿久原187-2 0274-52-2266
1826 日合商 東関東-0001 ㈱千葉地曳 千葉県 佐倉市馬渡454番2
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1827 日合商 東関東-0003 ㈱万代 千葉県 柏市船戸1702番地4
1828 日合商 東関東-0004 ㈱協力 千葉県 茂原市小林2784-1
1829 日合商 東関東-0005 明和住宅資材㈱ 千葉県 八街市八街は6番地70

1830 日合商 東関東-0006 ㈱カワシン 千葉県 市川市田尻3-6-23
1831 日合商 東関東-0007 ㈲クサノ 千葉県 香取市佐原ホ1159番地
1832 日合商 東関東-0008 ㈱スンエン千葉支店 千葉県 千葉市花見川区千種町326番地2
1833 日合商 東関東-0009 ㈱カシワ建材 千葉県 流山市大畔423番地の2

1834 日木輸 輸入協-021 ㈱アルコ 千葉県 印西市戸神台1-1F-104
1835 全天連 全天連第010号 北三合板（株） 千葉県 野田市東高野高札西116 04(7196)2270
1836 全市連 全市連120-01 東京中央木材市場㈱浦安本社 千葉県 千葉

1837 全市連 全市連120-02 東京中央木材市場㈱千葉木材セ
ンタ-

千葉県 千葉

1838 全市連 全市連120-03 東京中央木材市場㈱千葉第二木
材センタ-

千葉県 千葉

1839 全市連 全市連120-04 ㈱東京木材相互市場相互柏セン
タ-

千葉県 千葉

1840 全市連 全市連120-05 丸宇木材市売㈱大栄浜市場 千葉県 千葉
1841 全市連 全市連120-06 丸宇木材市売㈱建材部 千葉県 千葉

1842 全市連 全市連120-07 丸宇木材市売㈱千葉浜市場 千葉県 千葉
1843 全市連 全市連120-08 丸宇木材市売㈱京葉浜市場 千葉県 千葉
1844 全市連 全市連120-09 丸宇木材市売㈱特販部 千葉県 千葉
1845 全市連 全市連120-10 千葉県木材市場協同組合 千葉県 千葉

1846 全市連 全市連120-11 ナイス㈱木更津物流センタ- 千葉県 千葉
1847 全市連 全市連120-12 ナイスプレカット㈱木更津工場 千葉県 千葉
1848 全買連 全買連12 （株）丸為伊藤為蔵商店 千葉県 東金市田間1413
1849 全買連 全買連30 （有）松村木材店 千葉県 松戸市六実四丁目1番地の2

1850 全買連 全買連68 （株）早川 千葉県 南房総市千倉町北朝夷180
1851 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 19 孝和建商(株) 千葉県 千葉市中央区汐見町16-12 043-245-4111
1852 日合連 JPMA06-205 ㈱キーテック木更津工場 千葉県 木更津市木材港15

1853 日合連 JPMA06-206 合板技研㈱多古工場 千葉県 香取郡多古町南玉造字花立439-5
1854 日合連 JPMA06-207 ＪＫ工業㈱木更津工場 千葉県 木更津市木材港10
1855 日集協 4 東積集成材工業㈱ 千葉県 柏市高田1116-60 0471-46-2661
1856 日集協 8 シーアイウッド㈱袖ヶ浦事業所 千葉県 袖ヶ浦市中袖16 0438-60-7561

1857 日集協 33 ㈱ティ・エス・シー 千葉県 木更津市潮浜2-1-53 0438-37-0206
1858 日集協 66 三陽工芸合板㈱ 千葉県 松戸市七右衛門新田620 0473-41-5165
1859 LVL協会 LVL-001 ㈱キーテック木更津工場 千葉県 木更津市木材港15
1860 プレ協 プレ協第0706-1号 ㈱シー・エス・ランバー東金工

場
千葉県 東金市滝沢字手城沢643-1

1861 プレ協 プレ協第0706-2号 ㈱シー・エス・ランバー山武工
場

千葉県 山武市山武町木原字北山1392-3

1862 千葉県木振協 ちばの木1号 千葉県木材市場協同組合 千葉県 東金市山田800 0475-55-6161

1863 千葉県木振協 ちばの木2号 木更津木材㈱ 千葉県 木更津市木材港5 0438-37-1271
1864 千葉県木振協 ちばの木3号 ㈲平野木材 千葉県 いすみ市佐室365 0470-66-1512
1865 千葉県木振協 ちばの木5号 石井工業㈱ 千葉県 山武市津辺327 0475-82-2808
1866 千葉県木振協 ちばの木7号 木内木材店 千葉県 香取市鳩山301-4 0478-78-4410

1867 千葉県木振協 ちばの木8号 ㈱ザイエンス千葉製造所 千葉県 白井市平塚2788-1 0474-91-7803
1868 千葉県木振協 ちばの木9号 千葉県森林組合連合会 千葉県 千葉市中央区長洲1-15-7 043-227-8231
1869 千葉県木振協 ちばの木10号 (企)千葉県森林整備協会 千葉県 富津市宝竜寺32 0439-66-0720
1870 日合商 東京S-0002 日成共益㈱ 東京都 千代田区神田美土代町7番地

1871 日合商 東京S-0003 ㈱オ-シカ 東京都 板橋区舟渡1-4-21
1872 日合商 東京S-0004 ＪＫＩ㈱ 東京都 江東区平野三丁目2番6号
1873 日合商 北関東-0014 ㈱ハウス・デポ・タチカワ 東京都 西多摩郡瑞穂町大字二本木757-1

1874 日合商 北関東-0016 高水木材㈲ 東京都 西多摩郡瑞穂町二本木487番地
1875 日合商 北関東-0034 ㈱タカキ 東京都 東大和市中央1-1-5
1876 日合商 東京-0001 ジャパン建材㈱ 東京都 江東区平野3丁目2番6号
1877 日合商 東京-0002 ㈱ジュ-テック 東京都 港区芝五丁目26番24号

1878 日合商 東京-0003 ㈱マデラ 東京都 武蔵野市境2-14-1スイング4F
1879 日合商 東京-0004 ㈱土井商行 東京都 江戸川区船堀5丁目6番1号
1880 日合商 東京-0005 東京ベニヤ㈱ 東京都 江東区富岡2丁目6番11号
1881 日合商 東京-0006 東合交易㈱ 東京都 中野区江古田4丁目36番4号

1882 日合商 東京-0007 ㈲金子ベニヤ商会 東京都 江東区新木場1丁目8番23号
1883 日合商 東京-0009 ㈱丸増ベニヤ商会 東京都 江東区木場五丁目六番四号
1884 日合商 東京-0011 ㈱コバヤシ 東京都 小平市喜平町1丁目10番7号
1885 日合商 東京-0012 ㈱丸紅商会 東京都 板橋区板橋1丁目50番5号

1886 日合商 東京-0013 ㈱コヤナギ 東京都 文京区本郷4丁目17番8号
1887 日合商 東京-0017 第一産商㈱ 東京都 江東区新木場1丁目8番23号
1888 日合商 東京-0018 加藤ベニヤ㈱ 東京都 豊島区南池袋2丁目8番5号
1889 日合商 東京-0020 ㈱渡辺ベニヤ 東京都 大田区城南島4丁目8番7号

1890 日合商 東京-0021 柴崎合板㈱ 東京都 荒川区西尾久4丁目26番11号
1891 日合商 東京-0022 中和木材産業㈱ 東京都 江東区新木場1丁目1番4号
1892 日合商 東京-0024 佐藤商店 東京都 足立区六月2丁目2番13号
1893 日合商 東京-0027 マルシン建材㈱ 東京都 江東区東陽2丁目4番29号

1894 日合商 東京-0028 マルソ建材㈱ 東京都 新宿区高田馬場1丁目3番12号
1895 日合商 東京-0029 アサヒ建材㈱ 東京都 文京区湯島2丁目2番16号（中一ビル）
1896 日合商 東京-0031 エ-ル㈱ 東京都 江東区辰巳3丁目18番地

1897 日合商 東京-0032 マルコ-㈱ 東京都 江東区新木場1-9-6
1898 日合商 東京-0033 ㈱押本商店 東京都 豊島区東池袋2丁目44番12号
1899 日合商 東京-0034 ボ-ド㈱ 東京都 新宿区新宿5丁目4番1号
1900 日合商 東京-0038 吉川ベニヤ㈱ 東京都 江東区深川一丁目八番十号

1901 日合商 東京-0039 ㈱角吉商店 東京都 荒川区南千住6-70-9
1902 日合商 東京-0041 北海道合板㈱ 東京都 江東区新木場1丁目7番19号
1903 日合商 東京-0042 ㈱大一商事 東京都 江東区新木場3丁目2番8号
1904 日合商 東京-0045 和以美㈱ 東京都 荒川区西日暮里5丁目14番3号

1905 日合商 東京-0049 ㈱東合板商会 東京都 江東区辰巳3丁目26番14号
1906 日合商 東京-0054 ㈱東京新建材社 東京都 江東区新木場1丁目8番5号
1907 日合商 東京-0057 ㈱斎藤材木店 東京都 足立区保木間1丁目32番3号
1908 日合商 東京-0058 太陽ベニヤ㈱ 東京都 江東区北砂7丁目9番1号

1909 日合商 東京-0059 旭ベニヤ㈱ 東京都 江東区深川2丁目23番7号
1910 日合商 東京-0062 パン・リビング㈱ 東京都 荒川区東日暮里2丁目29番2号
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1911 日合商 東京-0064 ㈱山藤ベニヤ商会 東京都 足立区大谷田4丁目3番16号
1912 日合商 東京-0066 米山産業㈱ 東京都 千代田区神田佐久間町3-26
1913 日合商 東京-0068 三洋ベニヤ株式會社 東京都 江東区扇橋3丁目15番8号

1914 日合商 東京-0069 ㈱増田コ-ポレ-ション 東京都 東村山市野口町4丁目16番地
1915 日合商 東京-0070 柏木材木店 東京都 立川市栄町2丁目68-7
1916 日合商 東京-0071 ㈱西畑材木店 東京都 東大和市仲原3丁目1-2
1917 日合商 東京-0072 丸松木材㈲ 東京都 東大和市中央4丁目958-2

1918 全銘連 全銘連（東京）第
1号

東京銘木協同組合 東京都 江東区新木場2丁目1番6号

1919 全銘連 全銘連（東京）第
2号

ヨシタメ（株） 東京都 墨田区江東橋5丁目6番9号

1920 全銘連 全銘連（東京）第
3号

杉林銘木合板(有) 東京都 江戸川区北葛西3丁目7番14号

1921 全銘連 全銘連（東京）第
5号

（株）阿部銘木店 東京都 江戸川区東葛西1丁目17番10号

1922 全銘連 全銘連（東京）第
6号

（株）銘林特販センタ- 東京都 江東区新木場1丁目7番6号

1923 全銘連 全銘連（東京）第
7号

（株）志賀商事 東京都 江東区新木場2丁目10番13号

1924 全銘連 全銘連（東京）第
8号

（株）梶本銘木店 東京都 江東区新木場1丁目17番72号

1925 全銘連 全銘連（東京）第
10号

（株）多田銘木店 東京都 江東区辰巳3丁目28番20号

1926 日木輸 輸入協-001 阪和興業㈱ 東京都 中央区築地1-13-10
1927 日木輸 輸入協-002 日本製紙木材㈱ 東京都 北区王子1-9-5京徳ﾋﾞﾙ6階
1928 日木輸 輸入協-003 光和物産㈱ 東京都 中央区日本橋茅場町2-11-5大野ﾋﾞﾙ2階

1929 日木輸 輸入協-005 ㈱野田修護商店 東京都 江東区新木場3-6-7
1930 日木輸 輸入協-006 横浜木材㈱ 東京都 江東区深川2-5-11木材会館
1931 日木輸 輸入協-007 伊藤忠建材㈱ 東京都 中央区日本橋2-7-1ｲﾄ-ﾋﾟｱ日本橋本町ﾋﾞﾙ

1932 日木輸 輸入協-008 住友林業㈱ 東京都 千代田区丸の内1-8-1丸の内ﾄﾗｽﾄﾀﾜ-N館14階
1933 日木輸 輸入協-009 丸紅㈱ 東京都 千代田区大手町1-4-2
1934 日木輸 輸入協-010 丸紅建材㈱ 東京都 中央区日本橋浜町3-21-1日本橋浜町Fタワ-10

階

1935 日木輸 輸入協-011 ユアサ木材㈱ 東京都 中央区日本橋大伝馬町16-1
1936 日木輸 輸入協-012 三井住商建材㈱ 東京都 中央区晴海1-8-8晴海ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌｨｽﾀﾜ-W12・13

階

1937 日木輸 輸入協-013 伊藤忠商事㈱ 東京都 港区北青山2-5-1

1938 日木輸 輸入協-014 双日建材㈱ 東京都 千代田区紀尾井町3-6秀和紀尾井町ﾊﾟ-ｸﾋﾞﾙ3階
1939 日木輸 輸入協-015 双日㈱ 東京都 港区赤坂6-1-20
1940 日木輸 輸入協-016 三井物産㈱ 東京都 千代田区大手町1-2-1
1941 日木輸 輸入協-017 三菱商事㈱ 東京都 港区港南2-16-3

1942 日木輸 輸入協-018 ト-ヨ-マテリア㈱ 東京都 港区赤坂7-6-38ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄｾﾌﾞﾝﾋﾞﾙ2階
1943 日木輸 輸入協-019 ㈱ノダ 東京都 台東区浅草橋5-13-6
1944 日木輸 輸入協-020 住友商事㈱ 東京都 中央区晴海1-8-11晴海ﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱｵﾌｨｽﾀﾜ-Y棟19

階

1945 日木輸 輸入協-024 日成共益㈱ 東京都 千代田区神田美土代町7第2日成ﾋﾞﾙ5階
1946 日木輸 輸入協-025 三井物産林業㈱ 東京都 江東区東陽4-11-38
1947 日木輸 輸入協-026 奥山㈱ 東京都 中央区日本橋茅場町1-7-7茅場町日殖ビル7階
1948 日木輸 輸入協-027 網中木材㈱ 東京都 江東区新木場2-2-4

1949 日木輸 輸入協-028 ㈱日ソ貿易 東京都 中央区日本橋茅場町1-12-4茅場町会館6階
1950 日木輸 輸入協-029 王子木材緑化㈱ 東京都 江東区新木場1-1-1
1951 日木輸 輸入協-030 大建工業㈱ 東京都 中央区日本橋本町2-7-1ｲﾄ-ﾋﾟｱ日本橋本町ﾋﾞﾙ

1952 日木輸 輸入協-031 江間忠木材㈱ 東京都 中央区晴海3-3-3
1953 日木輸 輸入協-032 大陸貿易㈱ 東京都 港区虎ノ門3-11-15SVAXTTﾋﾞﾙ
1954 日木輸 輸入協-033 ジャパン建材㈱ 東京都 江東区平野3-2-6
1955 日木輸 輸入協-034 三菱商事建材㈱ 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-33-8

1956 日木輸 輸入協-037 細田木材工業㈱ 東京都 江東区新木場2-15-28
1957 日木輸 輸入協-038 ㈱コバリン 東京都 江東区深川2-5-11木材会館
1958 表示推進協 141401 (資）落合製材社 東京都 江東区新木場1-16-10 03-3521-2171
1959 表示推進協 144002 泰斗㈱ 東京都 中央区入船2-3-8大日本ピ-ア-ルセンタ-ビル 03-6222-3981

1960 表示推進協 144003 ㈱西林 東京都 江東区新木場1-4-5 03-3522-1001
1961 全天連 全天連第001号 北三㈱(千葉、茨城、関宿、静

岡、名古屋、新木場）
東京都 江東区新木場1-7-6 03(3521)2111

1962 全天連 全天連第026号 細田木材工業（株） 東京都 江東区新木場2-15-28 03(3521)8701

1963 全天連 全天連第030号 （株）オヤマ 東京都 足立区入谷9-2-7 03(3857)3600
1964 全天連 全天連第043号 （株）ヨコタ商会 東京都 江東区新木場2-11-1 03(3521)6081
1965 全天連 全天連第051号 鈴源商店 東京都 江東区新木場2-15-14 03(3521)4750
1966 全天連 全天連第055号 （株）丸金 東京都 台東区千束2-15-5 03(3873)5086

1967 全天連 全天連第074号 （株）秀永 東京都 荒川区町屋5-16-18-802 03(3892)3599
1968 全天連 全天連第082号 桑原化粧合板（株） 東京都 荒川区町屋6-29-14 03(3892)2621
1969 全天連 全天連第151号 (有)カマツカ商店 東京都 足立区鹿浜6-2-11 03(3853)2659
1970 全天連 全天連第154号 上中商店 東京都 江戸川区清新町1-1-17-504 03(3688)2607

1971 全市連 全市連130-01 東京新宿木材市場㈱府中センタ- 東京都 東京
1972 全市連 全市連130-02 新東京木材商業協同組合池袋市

場
東京都 東京

1973 全市連 全市連130-03 新東京木材商業協同組合中野市
場

東京都 東京

1974 全市連 全市連130-04 ㈱東京木材相互市場相互境市場 東京都 東京
1975 全市連 全市連130-05 丸宇木材市売㈱西浜市場 東京都 東京

1976 全市連 全市連130-06 東京木材市場㈱ 東京都 東京
1977 全市連 全市連130-07 ナイス㈱多摩木材営業所 東京都 東京
1978 林経協 林経協団体認定第

1号
物林緑化㈱ 東京都 千代田区霞ヶ関3-2-5 03-3580-7201

1979 林経協 林経協団体認定第
2号

三井物産フォレスト㈱ 東京都 千代田区霞ヶ関3-2-5 03-3580-7201

1980 全買連 全買連1 （株）遠州屋材木店 東京都 調布市下石原1丁目14番地1
1981 全買連 全買連2 （株）昇永 東京都 武蔵村山市中原4丁目11番地の1

1982 全買連 全買連3 （有）小峯材木店 東京都 立川市錦町3丁目7番3号
1983 全買連 全買連4 青梅今城材木店 東京都 青梅市新町1-25-10
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1984 全買連 全買連5 （有）二橋材木店 東京都 立川市砂川町7丁目38-5
1985 全買連 全買連8 （有）好井材木店 東京都 小金井市前原町3-18-17
1986 全買連 全買連14 （有）鈴佳材木店 東京都 小金井市本町5-5-1

1987 全買連 全買連15 （有）高橋製材所 東京都 府中市紅葉丘1-38-6
1988 全買連 全買連16 （株）富士木材 東京都 荒川区南千住5丁目10番7号
1989 全買連 全買連26 丸勝木材（株） 東京都 足立区保塚町4-13
1990 全買連 全買連36 三宏木材工業（株） 東京都 荒川区町屋5丁目2番1号

1991 全買連 全買連62 （有）山忠材木店 東京都 西東京市向台町2丁目8-34
1992 日本複合床板 7 トステム（株） 東京都 江東区大島2-1-1 03-3638-8181
1993 日本複合床板 9 （株）パル 東京都 新宿区新宿4-3-17ダビンチ新宿ビル 03-3226-8001

1994 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 11 日本床工事工業(株) 東京都 品川区大崎5-8-2日床ビル 03-3490-3081
1995 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 14 細田木材工業(株) 東京都 江東区新木場2-15-28 03-3521-8703
1996 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 18 マルコ-(株) 東京都 江東区新木場1-9-6 03-3521-0522
1997 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 21 (株)ビスムカンパニ- 東京都 江東区辰巳3-28-26 03-3522-7522

1998 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 22 三勇工事(株) 東京都 江戸川区中葛西1-44-9 03-3680-8581
1999 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 24 ミヤンマ-チ-ク販売(株) 東京都 新宿区西新宿3-8-4 03-5333-3055
2000 日合連 JPMA06-201 セイホク㈱東京工場 東京都 足立区宮城1丁目4番14号
2001 日合連 JPMA06-202 ホクヨープライウッド㈱東京工

場
東京都 荒川区町屋7丁目18番8号

2002 日合連 JPMA06-203 ㈱マルヒ工場 東京都 江東区新木場2丁目12番3号
2003 日集協 3 ㈱エヌ・シー・エヌ 東京都 港区赤坂4-8-14（赤坂坂東ビル8Ｆ） 03-5775-7357
2004 日集協 36 細田木材工業㈱ 東京都 江東区新木場2-15-28 03-3521-8701

2005 千葉県木振協 ちばの木6号 中央木材産業㈱ 東京都 江戸川区中央2-13-2 03-3655-0331
2006 都木連 都木連第1号 木村物産㈱ 東京都 江東区新木場2-6-1
2007 都木連 都木連第2号 三進木材㈱ 東京都 江東区辰巳3-28-26
2008 都木連 都木連第3号 ㈱大一商事 東京都 江東区新木場3-2-8

2009 都木連 都木連第4号 森林商事㈱ 東京都 江東区新木場2-9-11
2010 都木連 都木連第5号 新協商事㈱ 東京都 江東区新木場3-9-7
2011 都木連 都木連第6号 ㈱新東 東京都 江東区新木場3-9-7

2012 都木連 都木連第7号 ㈲岡田商店 東京都 江東区富岡2-4-7
2013 都木連 都木連第8号 ㈱岩瀬商店 東京都 江東区新木場3-8-22
2014 都木連 都木連第9号 三部木材㈲ 東京都 江東区東雲2-4-2
2015 都木連 都木連第10号 入江材木店 東京都 台東区入谷1-2-5

2016 都木連 都木連第11号 京徳木材㈱ 東京都 江東区新木場3-4-1
2017 都木連 都木連第12号 庄司木材㈱ 東京都 江東区新木場1-1-9
2018 都木連 都木連第13号 三富木材㈱ 東京都 江東区新木場3-7-1
2019 都木連 都木連第14号 丸八木材㈱ 東京都 江東区新木場3-2-4

2020 都木連 都木連第15号 協和木材産業㈱ 東京都 江東区新木場1-13-4
2021 都木連 都木連第16号 ㈱伊藤公治商店 東京都 江東区新木場3-8-12
2022 都木連 都木連第17号 数矢製材㈱ 東京都 江東区新木場1-14-8
2023 都木連 都木連第18号 天野木材㈱ 東京都 江東区新木場1-2-7

2024 都木連 都木連第19号 菱大木材㈱ 東京都 江東区新木場1-13-1
2025 都木連 都木連第20号 ㈱氏橋商店 東京都 江東区新木場2-2-8
2026 都木連 都木連第21号 ㈱駿勝商店 東京都 江東区新木場3-8-23
2027 都木連 都木連第22号 ㈱長谷川商店 東京都 江東区辰巳3-18-6

2028 都木連 都木連第23号 山貞合名会社 東京都 江東区新木場3-3-5
2029 都木連 都木連第24号 丸二木材㈱ 東京都 江東区新木場3-8-21
2030 都木連 都木連第25号 愛三木材㈱ 東京都 江東区深川2-18-9
2031 都木連 都木連第26号 ㈱丸十商店 東京都 江東区新木場3-7-18

2032 都木連 都木連第27号 平住製材工業㈱ 東京都 江東区新木場2-10-14
2033 都木連 都木連第28号 ㈲中昇木材新木場営業所 東京都 江東区新木場3-3-4
2034 都木連 都木連第29号 ㈱木のくに屋 東京都 江東区新木場1-6-13

2035 都木連 都木連第30号 阿部産業㈱ 東京都 江東区新木場3-8-10
2036 都木連 都木連第31号 ㈲深見商店 東京都 江東区新木場3-8-12
2037 都木連 都木連第32号 ㈱東集 東京都 江東区平野2-17-5
2038 都木連 都木連第33号 ㈲中島商店 東京都 江東区新木場3-3-6

2039 都木連 都木連第34号 泰平木材㈱ 東京都 江東区新木場3-4-11
2040 都木連 都木連第35号 豊田木材㈱ 東京都 江東区新木場3-8-21
2041 都木連 都木連第36号 梅山木材㈱ 東京都 江東区辰巳3-22-1
2042 都木連 都木連第37号 ㈱吉条木材商会 東京都 江東区新木場3-7-4

2043 都木連 都木連第38号 安政木材㈱ 東京都 江東区新木場1-14-7
2044 都木連 都木連第39号 藤田木材㈱ 東京都 江東区新木場3-9-6
2045 都木連 都木連第40号 三共木材㈱ 東京都 江東区新木場3-9-6
2046 都木連 都木連第41号 峯友木材㈱ 東京都 江東区富岡2-11-16

2047 都木連 都木連第42号 ㈱京秀商店 東京都 江東区新木場3-9-7
2048 都木連 都木連第43号 ㈲京梅商店 東京都 江東区新木場3-9-7
2049 都木連 都木連第44号 ㈲石田商店 東京都 江東区新木場3-9-7
2050 都木連 都木連第45号 ㈲山良商店 東京都 江東区新木場3-9-7

2051 都木連 都木連第46号 日青木材㈱ 東京都 江東区新木場3-2-3
2052 都木連 都木連第47号 ㈱鴨川商店 東京都 江東区木場3-19-4
2053 都木連 都木連第48号 ㈱タツミ建装 東京都 江東区新木場3-7-5
2054 都木連 都木連第49号 北海林産㈱ 東京都 江東区新木場3-9-9

2055 都木連 都木連第50号 深谷木材㈱ 東京都 墨田区江東橋5-2-7
2056 都木連 都木連第51号 濱本木材㈱ 東京都 江東区新木場3-3-4
2057 都木連 都木連第52号 三申木材㈱本社営業所 東京都 千代田区東神田3-1-14

2058 都木連 都木連第53号 三申木材㈱江戸川営業所 東京都 江戸川区篠崎町7-3-8
2059 都木連 都木連第54号 ㈲吉野木材 東京都 中央区八丁堀3-6-5
2060 都木連 都木連第55号 第一産商㈱ 東京都 江東区新木場1-8-23
2061 都木連 都木連第56号 日野木材㈲ 東京都 江東区新木場1-11-1

2062 都木連 都木連第57号 齋藤木材㈱ 東京都 江東区新木場1-7-23
2063 都木連 都木連第58号 ㈱勝又商店 東京都 江東区新木場3-7-20
2064 都木連 都木連第59号 大勇木材㈱ 東京都 江東区辰巳3-28-23
2065 都木連 都木連第60号 ㈱松本商店 東京都 江東区新木場3-7-19

2066 都木連 都木連第61号 ㈲丸富 東京都 江東区住吉1-2-16
2067 都木連 都木連第62号 ㈲尾花材木店 東京都 江東区新木場1-6-10
2068 都木連 都木連第63号 ㈱川京 東京都 葛飾区金町3-43-3
2069 都木連 都木連第64号 江戸川木材工業㈱ 東京都 江東区新木場1-3-16

2070 都木連 都木連第65号 弘和銘木㈱ 東京都 江東区新木場1-8-11
2071 都木連 都木連第66号 ㈱ノグチ 東京都 江東区新木場1-9-11
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2072 都木連 都木連第67号 ㈱さい善 東京都 江東区新木場1-9-11
2073 都木連 都木連第68号 ㈲高野木材 東京都 江東区新木場1-9-11
2074 都木連 都木連第69号 ㈱木多屋 東京都 江東区辰巳3-28-1

2075 都木連 都木連第70号 ㈱伊藤益三商店 東京都 江東区富岡2-8-11
2076 都木連 都木連第71号 ㈱三重新座営業所 東京都 中央区八丁堀3-2-4
2077 富山県木連 富山県木連第037-

4号
小池木材㈱東京営業部 東京都 江東区新木場1-12-4 03-3522-0088

2078 長野県木連 長野県木連-027-2 都築木材㈱東京営業所 東京都 江東区新木場3-8-10 03-3521-7251
2079 長野県木連 長野県木連-027-3 都築木材㈱八王子営業所 東京都 八王子市東浅川町223 0426-61-2515
2080 日合商 東京-0035 新いずみ建装㈱ 神奈川県 横浜市都筑区大熊町863-4

2081 日合商 東京-0037 ㈱三栄社 神奈川県 横浜市神奈川区台町13番地19
2082 日合商 東京-0046 ナイス㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1
2083 日合商 東京-0047 ㈱横浜合板商会 神奈川県 横浜市南区井土ヶ谷下町28番地の13
2084 日合商 東京-0051 千代田合板㈱ 神奈川県 横浜市中区曙町4丁目56番地

2085 日合商 東京-0053 伊藤建材㈱ 神奈川県 横浜市南区中村町五丁目308番地の1
2086 表示推進協 124901 ナイス㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番1号 045-521-6166
2087 全森連 全森合認14号 神奈川県森林組合連合会 神奈川県 厚木市旭町1-8-14 046-228-1774
2088 全市連 全市連140-01 ㈱横浜連合木材湘南センタ- 神奈川県 神奈川

2089 全市連 全市連140-02 ㈱横浜連合木材大和センタ- 神奈川県 神奈川
2090 全市連 全市連140-03 ㈱相模原木材センタ- 神奈川県 神奈川
2091 全市連 全市連140-04 ナイス㈱幸浦木材営業所 神奈川県 神奈川
2092 全市連 全市連140-05 ナイス㈱相模原木材営業所 神奈川県 神奈川

2093 全市連 全市連140-06 ナイス㈱小田原木材営業所 神奈川県 神奈川
2094 全市連 全市連140-07 ウッドランド㈱ 神奈川県 神奈川
2095 全市連 全市連140-08 ナイスプレカット㈱幸浦工場 神奈川県 神奈川
2096 全市連 全市連140-09 ㈱丸八木材商事 神奈川県 神奈川

2097 全市連 全市連140-10 ㈲新道木材 神奈川県 神奈川
2098 全市連 全市連140-11 北隅木材㈱ 神奈川県 神奈川
2099 全市連 全市連140-12 平岡木材㈱ 神奈川県 神奈川

2100 全市連 全市連140-13 ㈱安斎商店 神奈川県 神奈川
2101 全市連 全市連140-14 東横市売木材㈱ 神奈川県 神奈川
2102 全市連 全市連140-15 ㈱横浜八州 神奈川県 神奈川
2103 全市連 全市連140-16 ㈱成富商店 神奈川県 神奈川

2104 全市連 全市連140-17 ㈲金澤商店 神奈川県 神奈川
2105 全市連 全市連140-18 河本木材㈱ 神奈川県 神奈川
2106 全市連 全市連140-19 竹昇木材㈱ 神奈川県 神奈川
2107 全市連 全市連140-20 クボテラ㈲相模原販売所 神奈川県 神奈川

2108 全市連 全市連140-21 ㈱斎久商店 神奈川県 神奈川
2109 全市連 全市連140-22 ㈱小竹銘木商店 神奈川県 神奈川
2110 全市連 全市連140-23 赤石木材㈱小田原営業所 神奈川県 神奈川
2111 全市連 全市連140-24 竹昇木材㈱小田原営業所 神奈川県 神奈川

2112 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第001号

丸小木材㈱ 神奈川県 大和市下鶴間2444 046-277-7235

2113 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第002号

小泉木材㈱ 神奈川県 横浜市西区北幸2-10-20 045-311-2801

2114 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第003号

㈲山口建設 神奈川県 厚木市上荻野3608-2 046-241-8508

2115 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第004号

㈱見上木材 神奈川県 横浜市南区大岡5-10-27 045-731-1386

2116 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第005号

㈱米屋材木店 神奈川県 横浜市南区日枝町4-120 045-251-6793

2117 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第006号

山野井木材㈱ 神奈川県 藤沢市下土棚409 0466-44-0936

2118 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第007号

早川木材㈱ 神奈川県 横浜市旭区市沢町1058 045-373-4721

2119 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第008号

㈲下田材木店 神奈川県 小田原市栄町3-20-6 0465-24-0388

2120 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第009号

小島木材㈱ 神奈川県 中郡二宮町緑が丘1-12-2 0463-71-0008

2121 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第010号

㈱津乃国屋材木店 神奈川県 横浜市金沢区寺前1-11-30 045-783-2100

2122 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第011号

㈱久良木屋 神奈川県 横浜市南区大橋町1-3 045-731-4532

2123 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第012号

小原木材㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-42-6 045-511-0181

2124 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第013号

㈱津ノ国屋材木店 神奈川県 横浜市中区麦田町2-62 045-621-4281

2125 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第014号

㈲曽根商店 神奈川県 横浜市磯子区栗木2-3-5 045-771-7846

2126 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第015号

鈴庄木材㈱ 神奈川県 川崎市幸区小倉1564-1 044-588-7611

2127 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第016号

㈲亀井野木材 神奈川県 藤沢市亀井野1606 0466-81-6150

2128 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第017号

㈱土屋材木店 神奈川県 横浜市泉区和泉町6003 045-802-0183

2129 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第018号

㈲城所材木店 神奈川県 足柄上郡中井町比奈窪86-2 0465-81-0021

2130 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第019号

㈲城所材木店二宮店 神奈川県 中郡二宮町中里2-2-11 0463-71-1253

2131 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第020号

㈱高橋製材所 神奈川県 横浜市青葉区荏田町1291 045-911-0001

2132 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第021号

和田木材㈱ 神奈川県 愛甲郡愛川町角田2506 046-281-0347

2133 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第022号

㈱遠洲屋 神奈川県 伊勢原市田中969 0463-95-0166

2134 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第023号

㈲鎌倉屋材木店 神奈川県 横浜市西区岡野2-4-18 045-311-3371

2135 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第024号

㈱協林 神奈川県 藤沢市遠藤2006-24 0466-88-3131
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2136 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第025号

三六木工㈱ 神奈川県 愛甲郡清川村宮ヶ瀬1426 046-288-1632

2137 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第026号

堀谷材木店 神奈川県 厚木市及川2-3-8 046-241-3853

2138 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第027号

㈱田村材木店 神奈川県 海老名市門沢橋840 046-238-2611

2139 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第028号

㈱山仁 神奈川県 厚木市三田2763 046-241-1929

2140 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第029号

㈲熊坂木材 神奈川県 厚木市下依知1276 046-245-2868

2141 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第030号

㈲内田材木店 神奈川県 横浜市旭区本村町92-9 045-363-1067

2142 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第031号

望月木材㈱ 神奈川県 横浜市南区別所5-23-22 045-711-1155

2143 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第032号

石ヶ澤製材㈲ 神奈川県 相模原市津久井町長竹1741 042-784-5110

2144 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第033号

㈲山口製材 神奈川県 愛甲郡清川村煤ヶ谷2795 046-228-1115

2145 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第034号

合資会社川瀬商事 神奈川県 愛甲郡清川村宮ヶ瀬995-12 046-242-3505

2146 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第035号

鈴仲木材㈱ 神奈川県 藤沢市川名2-4-13 0466-23-4522

2147 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第036号

竜建木材㈲ 神奈川県 横浜市鶴見区仲通3-80-12 045-521-0865

2148 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第037号

協和木材産業㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉2-6-13 045-571-4639

2149 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第038号

サイセンホ-ム㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-1-27 045-501-4017

2150 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第039号

㈱田村材木店 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡3-39-45 045-581-1066

2151 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第040号

㈲山下館 神奈川県 綾瀬市吉岡東1-16-37 0467-77-1212

2152 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第041号

友田木材店 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-40-11 045-501-7847

2153 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第042号

㈲曽根材木店 神奈川県 厚木市上荻野5671 046-241-1985

2154 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第043号

金子木材㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉3-12-1 045-581-4025

2155 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第044号

協同組合平塚木材市場 神奈川県 平塚市四之宮7-1-9 0463-54-2315

2156 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第045号

中島木材 神奈川県 川崎市幸区神明町2-49 044-511-3012

2157 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第046号

高橋材木店 神奈川県 厚木市妻田北1-18-15 046-221-2172

2158 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第047号

㈲牛頭竹木店 神奈川県 横浜市鶴見区生麦3-14-38 045-501-2847

2159 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第048号

戸塚木材㈱ 神奈川県 横浜市戸塚区秋葉町320-3 045-811-2588

2160 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第049号

吉岡木材㈱ 神奈川県 厚木市飯山278 046-241-1834

2161 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第050号

㈱カネセ 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区境木本町34-10 045-711-0985

2162 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第051号

阿部材木店 神奈川県 横浜市鶴見区尻手2-2-31 045-571-0809

2163 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第052号

竹広林業㈱ 神奈川県 小田原市寿町3-1-39 0465-34-6600

2164 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第053号

港東木材㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央3-12-26 045-501-3615

2165 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第054号

㈱イシカワ 神奈川県 横浜市鶴見区大黒町18-24 045-521-6171

2166 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第055号

吉田木材㈱ 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2-19-24 045-501-4189

2167 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第056号

伸和木材㈱ 神奈川県 横浜市金沢区幸浦1-4-6 045-774-0033

2168 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第057号

明東木材㈲ 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾1-13-4 045-571-2928

2169 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第058号

㈱梅津商店 神奈川県 横浜市都筑区川向町835-1 045-478-3150

2170 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第059号

港木材㈱ 神奈川県 川崎市幸区小向西町1-79 044-544-3711

2171 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第060号

栗好木材㈱ 神奈川県 川崎市川崎区中瀬2-11-5 044-288-2358

2172 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第061号

三申木材㈱ 神奈川県 横浜市神奈川区入江2-15-16 045-421-6119

2173 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第062号

㈲鈴木材木店 神奈川県 座間市相模が丘1-30-15 042-743-2656

2174 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第063号

松場木材㈲ 神奈川県 伊勢原市下糟屋177-1 0463-95-3317

2175 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第064号

㈱丸高材木店 神奈川県 川崎市川崎区鋼管通1-4-20 044-322-3469

2176 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第065号

㈱市川屋 神奈川県 厚木市七沢305 046-248-0231

2177 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第066号

㈱福原商店 神奈川県 相模原市由野台1-14-1 042-752-7536

2178 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第067号

ヤマショ-木材㈱ 神奈川県 相模原市北里2-10-1 042-777-3383

2179 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第068号

㈲上州屋材木店 神奈川県 相模原市上溝2-4-26 042-762-5534
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2180 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第069号

吉田木材㈱ 神奈川県 相模原市麻溝台1-2-7 042-743-3962

2181 神奈川県木連 神奈川県木連認定
第070号

㈲岸材木店 神奈川県 茅ヶ崎市十間坂3-1-3 0467-86-5570

2182 日合商 東京・新潟-0025 ㈱たかだ 新潟県 新潟市八千代2丁目2番1号
2183 日合商 東京・新潟-0026 ㈱山市 新潟県 新潟市米山5丁目10番20号
2184 日合商 東京・新潟-0043 ㈱カヤノ 新潟県 新潟市美咲町1丁目23番1号

2185 日合商 東京・新潟-0048 大塚住宅建材㈱ 新潟県 新潟市上大川前通四番町三七番地
2186 全天連 全天連第025号 アルボオル工業（株） 新潟県 新潟市木工新町372-4 025(275)4135
2187 全天連 全天連第027号 ヤマキ産業（株） 新潟県 新潟市寺山3-6-10 025(274)1845

2188 全天連 全天連第069号 （株）近藤化工 新潟県 新潟市逢谷内6-8-29 025(273)1568
2189 全森連 全森合認15号 新潟県森林組合連合会 新潟県 新潟市川端町2-9 025-223-6491
2190 全市連 全市連150-01 ナイス㈱新潟木材営業所 新潟県 新潟
2191 全市連 全市連150-02 東北木材㈱新潟支店 新潟県 新潟

2192 全市連 全市連150-03 ㈱ミヤックス 新潟県 新潟
2193 全市連 全市連150-04 ㈲もくもく新潟白根支店 新潟県 新潟
2194 全市連 全市連150-05 ㈱角繁新潟営業所 新潟県 新潟
2195 全市連 全市連150-06 ㈲シキヤマ新潟 新潟県 新潟

2196 日合連 JPMA06-208 大新合板工業㈱本社工場 新潟県 新潟市中木戸167
2197 日合連 JPMA06-209 新潟合板振興㈱新潟工場 新潟県 新潟市中木戸401
2198 日集協 47 ㈱志田材木店 新潟県 長岡市新組町2327 0258-24-0511
2199 LVL協会 LVL-003 大新合板工業㈱本社工場 新潟県 新潟市中木戸167

2200 プレ協 プレ協第0705-2号 ㈱マルオカ上越P&C 新潟県 上越市大潟区土底浜2093-1
2201 新潟県木連 新潟県木連第001

号
㈱多田組 新潟県 長岡市平2丁目1番15号 0258-52-2555

2202 新潟県木連 新潟県木連第002
号

桜井木材建築㈱ 新潟県 新潟市上下諏訪木107 025-373-2325

2203 新潟県木連 新潟県木連第003
号

㈱菱元屋 新潟県 妙高市中川5番1号 025-572-4145

2204 新潟県木連 新潟県木連第004
号

上越木材興業㈱ 新潟県 上越市新光町1-1-7 025-543-3445

2205 新潟県木連 新潟県木連第005
号

魚沼木材協同組合 新潟県 十日町市高山657番地9 025-757-8657

2206 新潟県木連 新潟県木連第006
号

金清木材㈱ 新潟県 新潟市下木戸3-3-36 025-274-7421

2207 新潟県木連 新潟県木連第007
号

㈱マルユ- 新潟県 加茂市幸町1丁目2番22号 0250-58-8688

2208 新潟県木連 新潟県木連第008
号

㈱志田材木店 新潟県 長岡市新組町2327番地 0258-24-0511

2209 新潟県木連 新潟県木連第009
号

川合木材㈱ 新潟県 新潟市古湊町3番53号 025-256-2080

2210 新潟県木連 新潟県木連第010
号

㈲石塚材木店 新潟県 長岡市日赤町1丁目6番10号 0258-32-0735

2211 新潟県木連 新潟県木連第011
号

柳材木店 新潟県 十日町市池尻27番地 025-597-2325

2212 新潟県木連 新潟県木連第012
号

大渕産業㈱ 新潟県 小千谷市大字岩沢81番地1 0258-86-2053

2213 新潟県木連 新潟県木連第013
号

㈱フタバ建設 新潟県 三条市大字長嶺甲245番地 0256-32-6511

2214 新潟県木連 新潟県木連第014
号

フォレスト加工協同組合 新潟県 中魚沼郡津南町大字中深見乙2176 025-765-2510

2215 新潟県木連 新潟県木連第015
号

㈱新潟県林業開発 新潟県 新潟市曽和521番地 025-262-5755

2216 新潟県木連 新潟県木連第016
号

㈱カエツハウス工業 新潟県 岩船郡山北町大字勝木554-1 0254-77-2512

2217 新潟県木連 新潟県木連第017
号

山北開発㈲ 新潟県 岩船郡山北町大字勝木554-1 0254-77-4033

2218 新潟県木連 新潟県木連第018
号

山北町木材加工協同組合 新潟県 岩船郡山北町大字北赤谷154番地1 0254-77-3983

2219 新潟県木連 新潟県木連第019
号

井川建設㈱ 新潟県 十日町市新町新田552番地 025-768-2181

2220 新潟県木連 新潟県木連第020
号

㈲新潟伊藤材木店 新潟県 新潟市姥ヶ山3-14-5 025-286-9148

2221 新潟県木連 新潟県木連第021
号

内田木材工業㈱ 新潟県 南魚沼市姥沢新田156番地 025-782-1035

2222 新潟県木連 新潟県木連第022
号

新潟北部木材加工協同組合 新潟県 岩船郡山北町大字杉平字江下114-1 0254-60-5988

2223 新潟県木連 新潟県木連第023
号

㈱大澤材木 新潟県 新潟市竹野町1530 0256-72-2166

2224 新潟県木連 新潟県木連第024
号

㈲松栄木材 新潟県 長岡市小国法坂771番地1 0258-95-2200

2225 新潟県木連 新潟県木連第025
号

㈱ザイエンス新潟製造所 新潟県 新潟市鴎島町1番地 025-273-5371

2226 新潟県木連 新潟県木連第026
号

木川木材㈱ 新潟県 新潟市上下諏訪木739 025-372-6500

2227 新潟県木連 新潟県木連第027
号

岩佐木材㈲ 新潟県 岩船郡山北町大字府屋197-11 0254-77-2041

2228 新潟県木連 新潟県木連第028
号

大潟木材㈱ 新潟県 上越市大潟区潟町530-1 025-534-2016

2229 新潟県木連 新潟県木連第029
号

貝瀬材木㈱ 新潟県 魚沼市山田1105 025-792-1849

2230 新潟県木連 新潟県木連第030
号

㈲大野木材店 新潟県 妙高市栗原2-5-10 0255-72-2854

2231 新潟県木連 新潟県木連第031
号

㈱ヤマシタ 新潟県 魚沼市堀之内4041番地1 025-794-2073

2232 新潟県木連 新潟県木連第032
号

㈱井上材木店 新潟県 胎内市本郷町1番5号 0254-43-2151

2233 新潟県木連 新潟県木連第033
号

カネか渡辺建材㈱ 新潟県 岩船郡神林村大字今宿45-4 0254-66-5328
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2234 新潟県木連 新潟県木連第034
号

㈲カネ柾西澤材木店 新潟県 長岡市福戸町2577番地1 0258-27-7271

2235 新潟県木連 新潟県木連第035
号

中郷木材工業㈱ 新潟県 上越市中郷区二本木806番地2 0255-74-2247

2236 新潟県木連 新潟県木連第036
号

㈱マルオカ上越営業所 新潟県 上越市大和町1丁目2-45 025-525-7070

2237 新潟県木連 新潟県木連第037
号

㈲荒川製材所 新潟県 柏崎市西山町新保1289-1 0257-48-2639

2238 新潟県木連 新潟県木連第038
号

㈱諏方木材工業 新潟県 長岡市横枕町195番地4 0258-23-1363

2239 新潟県森連 いわふね森林組合 新潟県 村上市大字山辺劉81 0254-52-1593
2240 新潟県森連 関川村森林組合 新潟県 岩船郡関川村上関1021-3 0254-64-1249
2241 新潟県森連 東蒲原郡森林組合 新潟県 東蒲原郡川上村大字両郷乙515 02549-5-2016
2242 新潟県森連 さくら森林組合 新潟県 新発田市中央町M-17 0254-26-1299

2243 新潟県森連 中蒲みどり森林組合 新潟県 村松町村松工業団地2-1566-2 0250-58-7824
2244 新潟県森連 南蒲原森林組合 新潟県 加茂市大字下高柳字出戸1ー1 0256-53-0080
2245 新潟県森連 刈谷田森林組合 新潟県 見附市神保町218 0258-63-2451
2246 新潟県森連 長岡地域森林組合 新潟県 長岡市宮本東方町1629 0258-46-3405

2247 新潟県森連 三島郡森林組合 新潟県 三島郡和島町大字小島谷3517-4 0258-74-2016
2248 新潟県森連 小国町森林組合 新潟県 刈羽郡小国町大字法坂793 0258-95-4147
2249 新潟県森連 柏崎地域森林組合 新潟県 柏崎市三和町922 0257-22-6212
2250 新潟県森連 魚沼市森林組合 新潟県 魚沼市細野208-1 02579-7-2142

2251 新潟県森連 湯之谷地域森林組合 新潟県 魚沼市芋川568 02579-2-2562
2252 新潟県森連 十日町地域森林組合 新潟県 十日町市大字大黒沢17891 0257-58-3115
2253 新潟県森連 津南町森林組合 新潟県 中魚沼郡津南町大字中深見乙2176 0257-65-2510
2254 新潟県森連 南魚沼森林組合 新潟県 南魚沼郡塩沢町大字舞子1819 0257-83-3349

2255 新潟県森連 ゆきぐに森林組合 新潟県 東頚城郡大島村大字棚岡1569-1 02559-4-2041
2256 新潟県森連 くびき野森林組合 新潟県 上越市新光町1-1 025-522-1920
2257 新潟県森連 頸南森林組合 新潟県 新井市大字志2243-2 0255-72-3379

2258 新潟県森連 ぬながわ森林組合 新潟県 糸魚川市南押上2-13-6 0255-52-1533
2259 新潟県森連 両津東部森林組合 新潟県 佐渡市下久知572-13 0259-27-7156
2260 新潟県森連 佐渡森林組合 新潟県 佐渡市千種247-1 0259-63-4164
2261 新潟県森連 新穂森林組合 新潟県 佐渡市新穂瓜生屋6662 0259-22-2027

2262 新潟県森連 南佐渡森林組合 新潟県 佐渡市羽茂本郷1921-1 0259-88-2017
2263 日合商 東京・北陸-0052 江守建材工業㈱ 富山県 射水市赤井字下間掛88番地
2264 日合商 東京・北陸-0056 ㈱山田木材 富山県 富山市上飯野15番地
2265 全森連 全森合認16号 富山県森林組合連合会 富山県 富山市八町6931 076-434-3351

2266 日集協 23 ラミネート・ラボ㈱ 富山県 富山市草島字古川10 076-435-3344
2267 日集協 25 タカハタ工業㈱ 富山県 南砺市坪野364 0763-82-0226
2268 日集協 34 十條集成材㈱ 富山県 高岡市伏木1-1-3 0766-44-1714
2269 プレ協 プレ協第0740号 オダケホーム㈱本社プレカット

工場
富山県 射水市西高木1190

2270 富山県木連 富山県木連第001
号

ラミネ-ト・ラボ㈱ 富山県 富山市草島字古川10番地 076-435-3344

2271 富山県木連 富山県木連第002
号

山ワ建設工業㈱ 富山県 小矢部市津沢229-2 0766-61-2026

2272 富山県木連 富山県木連第003
号

谷口建設㈱ 富山県 魚津市観音堂1648番地の1 0765-33-9131

2273 富山県木連 富山県木連第004
号

㈱江守 富山県 射水市二の丸町16-30 0766-84-4114

2274 富山県木連 富山県木連第005
号

㈲津田木材店 富山県 射水市作道1985-1 0766-84-5353

2275 富山県木連 富山県木連第006
号

㈱石甚 富山県 射水市七美一丁目10番地の1 0766-86-2900

2276 富山県木連 富山県木連第007
号

㈱釣荘 富山県 高岡市堀岡又新20番地 0766-82-6105

2277 富山県木連 富山県木連第008
号

㈱田島木材 富山県 射水市二の丸町21-13 0766-84-4441

2278 富山県木連 富山県木連第009
号

㈲丸吉工業 富山県 高岡市姫野1-1 0766-82-6261

2279 富山県木連 富山県木連第010
号

㈱高岡木材市場 富山県 射水市赤井188 0766-52-2131

2280 富山県木連 富山県木連第011
号

石友リフォ-ムサ-ビス㈱ 富山県 射水市庄西町1-18-37 0766-84-6118

2281 富山県木連 富山県木連第012
号

㈱ウッドフレンド 富山県 高岡市下牧野35-1 0766-84-4161

2282 富山県木連 富山県木連第013
号

富山産業㈱ 富山県 射水市堀江千石16番地 0766-86-1144

2283 富山県木連 富山県木連第014-
1号

チュ-モク㈱製材工場 富山県 南砺市田中793 0763-52-2808

2284 富山県木連 富山県木連第014-
2号

チュ-モク㈱チップセンタ- 富山県 南砺市土生736-9 0763-55-1770

2285 富山県木連 富山県木連第014-
3号

チュ-モク㈱山林部 富山県 南砺市田中793 0763-52-2808

2286 富山県木連 富山県木連第014-
4号

チュ-モク㈱新湊営業所 富山県 射水市堀江千石8 0766-86-2611

2287 富山県木連 富山県木連第015-
1号

ウッドリンク㈱住宅資材事業部 富山県 射水市寺塚原415番地 0766-84-4422

2288 富山県木連 富山県木連第015-
2号

ウッドリンク㈱北洋材事業部 富山県 高岡市能町2000番地 0766-21-2628

2289 富山県木連 富山県木連第016
号

㈱石黒 富山県 射水市庄川本町1-25 0766-84-0034

2290 富山県木連 富山県木連第017
号

㈱岸田 富山県 氷見市十二町万尾前247-1 0766-91-0093

2291 富山県木連 富山県木連第018
号

㈱石敬木材センタ- 富山県 高岡市中曽根123の1 0766-84-2411

2292 富山県木連 富山県木連第019
号

中越緑化㈱ 富山県 高岡市材木町1-6 0766-22-4172
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2293 富山県木連 富山県木連第020
号

㈲蓮沢製材所 富山県 射水市本開発133番地 0766-55-2430

2294 富山県木連 富山県木連第021
号

㈱青山 富山県 高岡市戸出春日347 0766-63-5351

2295 富山県木連 富山県木連第022
号

伏木港木材倉庫㈱ 富山県 高岡市能町字打山555-45 0766-21-8500

2296 富山県木連 富山県木連第023-
1号

㈱アプト・シンコ-製材工場 富山県 高岡市堀岡又新16番地 0766-82-6281

2297 富山県木連 富山県木連第023-
2号

㈱アプト・シンコ-ﾌﾟﾚｶｯﾄ事業部 富山県 射水市片口395番地 0766-84-6330

2298 富山県木連 富山県木連第024
号

柴木材㈱ 富山県 高岡市堀岡又新45番地の1 0766-84-4111

2299 富山県木連 富山県木連第025
号

橘川木材㈱ 富山県 射水市堀岡新明神178 0766-86-1155

2300 富山県木連 富山県木連第026
号

丸高材㈱ 富山県 射水市川口997番地 0766-82-5101

2301 富山県木連 富山県木連第027
号

㈲菅谷チップ工業 富山県 射水市二の丸町17番4号 0766-84-3170

2302 富山県木連 富山県木連第028
号

㈱丸進製材 富山県 射水市庄西町1丁目19-48 0766-82-2547

2303 富山県木連 富山県木連第029
号

富山中央木材㈱ 富山県 射水市堀江千石9番地 0766-86-2112

2304 富山県木連 富山県木連第030
号

光栄木材㈱ 富山県 射水市三日曽根15番16号 0766-82-5660

2305 富山県木連 富山県木連第031
号

木町製材所 富山県 射水市本町1-2-25 0766-82-2554

2306 富山県木連 富山県木連第032
号

富山港北洋材荷受協同組合 富山県 富山市上冨居118番地27 076-452-1891

2307 富山県木連 富山県木連第033-
1号

㈱北協ファクトリ-富山工場 富山県 富山市上冨居118番地27 076-451-8120

2308 富山県木連 富山県木連第033-
2号

㈱北協ファクトリ-新港工場 富山県 射水市堀江千石7番地 0766-86-2981

2309 富山県木連 富山県木連第034
号

㈱藪正木材 富山県 高岡市吉久三丁目5 0766-24-4898

2310 富山県木連 富山県木連第035
号

塩田木材㈱ 富山県 高岡市大町4番18号 0766-24-1102

2311 富山県木連 富山県木連第036
号

木材卸ツルマル 富山県 高岡市三女子30-1 0766-26-9663

2312 富山県木連 富山県木連第037-
1号

小池木材㈱建材部 富山県 富山市木場町4-20 076-432-7733

2313 富山県木連 富山県木連第037-
2号

小池木材㈱木材製品部 富山県 射水市堀江千石15番地 0766-86-8822

2314 富山県木連 富山県木連第038
号

豆本木材工業㈱ 富山県 高岡市北島30番地 0766-22-1833

2315 富山県木連 富山県木連第039
号

㈱中川木材 富山県 高岡市内免5丁目3-8 0766-22-3646

2316 富山県木連 富山県木連第040
号

山崎木材㈱ 富山県 高岡市六家字弥三郎島1728 0766-31-4310

2317 富山県木連 富山県木連第041
号

㈱米田工務所 富山県 高岡市米島445 0766-25-1369

2318 富山県木連 富山県木連第042
号

ナイメン商会㈱ 富山県 高岡市内免845番地8 0766-25-7588

2319 富山県木連 富山県木連第043
号

下澤産業㈱ 富山県 下新川郡朝日町東草野700 0765-83-3311

2320 富山県木連 富山県木連第044
号

㈱米澤製材所 富山県 下新川郡入善町入膳455-1 0765-72-1011

2321 富山県木連 富山県木連第045-
1号

吉久㈱ 富山県 高岡市能町750 0766-25-1100

2322 富山県木連 富山県木連第045-
2号

吉久㈱長岡営業所 富山県 新潟県長岡市新産1-1-9 0258-46-7000

2323 富山県木連 富山県木連第046
号

㈱元尾商店 富山県 富山市向新庄町6丁目4番11号 076-451-8657

2324 富山県木連 富山県木連第047
号

薮山田木材㈱ 富山県 高岡市熊野町4-7 0766-24-4517

2325 富山県木連 富山県木連第048
号

尾山製材㈱ 富山県 下新川郡朝日町荒川630 0765-83-2220

2326 富山県木連 富山県木連第049
号

㈱杉沢木材 富山県 下新川郡入善町目川280 0765-72-0468

2327 富山県木連 富山県木連第050
号

伊藤木材㈱ 富山県 富山市犬島2-2-21 076-437-9341

2328 富山県木連 富山県木連第051
号

㈲尾谷林業 富山県 魚津市東城2226 0765-32-8044

2329 富山県森連 富森合認第1号 新川森林組合 富山県 魚津市東尾崎3415 0765-23-0111
2330 富山県森連 富森合認第2号 立山山麓森林組合 富山県 富山市馬瀬口86 076-483-1826
2331 富山県森連 富森合認第3号 婦負森林組合 富山県 富山市八尾町梅苑町1-95-1 076-454-5131

2332 富山県森連 富森合認第4号 砺波森林組合 富山県 南砺市荒木1230 0763-52-0491
2333 富山県森連 富森合認第5号 利賀村森林組合 富山県 南砺市利賀村50 0763-68-2021
2334 富山県森連 富森合認第6号 五箇山森林組合 富山県 南砺市下梨1135 0763-66-2200
2335 富山県森連 富森合認第7号 高岡地区森林組合 富山県 高岡市福岡町上向田117 0766-64-6025

2336 富山県森連 富森合認第8号 氷見市森林組合 富山県 氷見市中村2674 0766-74-8158
2337 日合商 東京・北陸-0014 ㈱北陸ホ-ムサ-ビスステ-ション 石川県 金沢市進和町64番地
2338 日合商 東京・北陸-0019 加賀木材㈱ 石川県 金沢市金石西2丁目12番20号
2339 日合商 東京・北陸-0055 ㈱小柳商会 石川県 金沢市神田2丁目9番1号

2340 日合商 東京・北陸-0061 ㈱辻鉄 石川県 金沢市湊2丁目10番地
2341 日木輸 輸入協-023 ㈱通善商店 石川県 金沢市湊2-97
2342 全天連 全天連第062号 小坂特殊合板（株） 石川県 金沢市粟崎町5-14 076(238)2406
2343 全森連 全森合認17号 石川県森林組合連合会 石川県 金沢市東蚊爪町1-23-1 076-237-0121

2344 日合連 JPMA06-402 林ベニヤ産業㈱七尾工場 石川県 七尾市大田町110部43番地
2345 日集協 17 ㈱中東 石川県 能美市寺井町た116-1 0761-57-0521
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2346 富山県木連 富山県木連第037-
3号

小池木材㈱金沢営業部 石川県 金沢市湊4丁目9-2 076-268-2737

2347 石川県木連 合法石木連認定第
001

㈱通善商店 石川県 金沢市湊2丁目97番地 076-237-3633

2348 石川県木連 合法石木連認定第
002

㈱角永商店 石川県 白山市鶴来新町ソ25番地 0761-92-1221

2349 石川県木連 合法石木連認定第
003

㈲中島木材工業 石川県 七尾市中島町中島乙部161番地 0767-66-0024

2350 石川県木連 合法石木連認定第
004

㈲堀川材木店 石川県 小松市八幡町138番地 0761-24-2244

2351 石川県木連 合法石木連認定第
005

㈱七尾木材市場 石川県 七尾市矢田新町イ部6番地 0767-53-2431

2352 石川県木連 合法石木連認定第
006

観田共同木材㈱ 石川県 金沢市金石西3丁目5番1号 076-267-1281

2353 石川県木連 合法石木連認定第
007

㈱山儀製材所 石川県 輪島市堀町2字38番地 0768-22-0760

2354 石川県木連 合法石木連認定第
008

日樽産業㈱ 石川県 金沢市湊2丁目104番地 076-237-1101

2355 石川県木連 合法石木連認定第
009

㈱シモアラ 石川県 加賀市柏野町イの51番地 0761-77-2133

2356 石川県木連 合法石木連認定第
010

フルタニランバ-㈱ 石川県 金沢市湊1丁目86番地 076-238-5633

2357 石川県木連 合法石木連認定第
011

南加賀木材(協) 石川県 小松市那谷町金1番地 0761-65-3900

2358 石川県木連 合法石木連認定第
012

横谷造林㈲ 石川県 金沢市芝原町15番地 076-235-1748

2359 石川県木連 合法石木連認定第
013

㈱中東 石川県 能美市寺井町た116番地1 0761-57-0521

2360 石川県木連 合法石木連認定第
014

加賀木材㈱ 石川県 金沢市駅西新町3丁目1番3号 076-264-1211

2361 石川県木連 合法石木連認定第
015

東森木材㈱ 石川県 金沢市湊1丁目67番地 076-237-1213

2362 石川県木連 合法石木連認定第
016

マナイウッド㈲ 石川県 鳳珠郡穴水町字大町ほの45 0768-52-2655

2363 石川県木連 合法石木連認定第
017

㈲平蔵建設 石川県 珠洲市上戸町北方31部7番地1 0768-82-0312

2364 石川県木連 合法石木連認定第
018

金沢木材産業㈱ 石川県 金沢市湊2丁目29番地 076-238-4521

2365 石川県木連 合法石木連認定第
019

㈲米林製材 石川県 白山市白山町5番地2 0761-93-2113

2366 石川県木連 合法石木連認定第
020

㈲御祓製材所 石川県 七尾市松百町6部14番地の1 0767-53-1834

2367 石川県木連 合法石木連認定第
021

谷口木材 石川県 鳳珠郡穴水町字大町ハ-108 0768-52-1222

2368 石川県木連 合法石木連認定第
022

㈱吉川喜商店 石川県 金沢市湊2丁目107 076-238-9395

2369 石川県木連 合法石木連認定第
023

㈱金山 石川県 能美市宮竹町イ54番地 0761-51-8151

2370 石川県木連 合法石木連認定第
024

木田源製材㈱ 石川県 能美市佐野町ニ101ノ1 0761-58-5300

2371 石川県木連 合法石木連認定第
025

七尾外材㈱ 石川県 七尾市佐味町イ部42番地11 0767-53-2128

2372 石川県木連 合法石木連認定第
026

道場建設㈱ 石川県 小松市串茶屋町い198番地 0761-43-0223

2373 石川県木連 合法石木連認定第
027

㈲池島製材所 石川県 鹿島郡中能登町一青の部12番地 0767-74-0583

2374 石川県木連 合法石木連認定第
028

㈲山崎工務店 石川県 輪島市門前町道下8の61番地 0768-43-1440

2375 石川県木連 合法石木連認定第
029

㈲森田木材 石川県 鳳珠郡穴水町字川島カ-36 0768-52-0631

2376 石川県木連 合法石木連認定第
030

(協)能登木材総合センタ- 石川県 鳳珠郡穴水町字麦ケ浦17-6-1 0768-52-3388

2377 石川県木連 合法石木連認定第
031

森製材所 石川県 鳳珠郡穴水町字鹿波95-15 0768-58-1456

2378 石川県木連 合法石木連認定第
032

越渡林業㈲ 石川県 鳳珠郡穴水町字柱谷9ノ68番地 0768-52-1492

2379 石川県木連 合法石木連認定第
033

山平木材 石川県 金沢市利屋町65 076-257-0008

2380 石川県木連 合法石木連認定第
034

大文産業㈱ 石川県 白山市森島町う130-1 0761-92-1131

2381 石川県木連 合法石木連認定第
035

㈱九内製材所 石川県 輪島市中段町長口44番地 0768-23-0971

2382 石川県木連 合法石木連認定第
036

㈱加藤松商店 石川県 金沢市湊2丁目22番地 076-238-9396

2383 石川県木連 合法石木連認定第
037

㈱森商 石川県 金沢市堅田町甲84番地1 076-257-1018

2384 石川県木連 合法石木連認定第
038

㈱出村製材所 石川県 金沢市白菊町16番15号 076-243-2525

2385 石川県木連 合法石木連認定第
039

白峰物産㈱ 石川県 金沢市泉3丁目6番12号 076-243-1331

2386 石川県木連 合法石木連認定第
040

ひかり木材㈱ 石川県 金沢市湊1丁目87番地 076-239-2500

2387 石川県木連 合法石木連認定第
041

川端製材所 石川県 鳳珠郡能登町字宇出津二字16-1 0768-62-0503

2388 石川県木連 合法石木連認定第
042

㈱直海製材所 石川県 羽咋郡志賀町直海モの22番地 0767-38-1033

2389 石川県木連 合法石木連認定第
043

イソライト建材㈱ 石川県 七尾市奥原町下570番地 0767-62-2336
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2390 石川県木連 合法石木連認定第
044

㈱辻製材所 石川県 加賀市柏野町イ46番地 0761-76-0662

2391 石川県木連 合法石木連認定第
045

㈲ウッド・フォ-ラム道場 石川県 小松市福乃宮町1-118番地 0761-23-2743

2392 石川県木連 合法石木連認定第
046

㈱ネオ・ウッド 石川県 鳳珠郡穴水町字麦ケ浦15字39-1 0768-52-4000

2393 石川県木連 合法石木連認定第
047

新谷製材所 石川県 羽咋郡志賀町末吉ウの120 0767-32-1071

2394 石川県木連 合法石木連認定第
048

㈱イシモク 石川県 金沢市湊2丁目111番地 076-238-8770

2395 石川県木連 合法石木連認定第
049

㈱巽商店 石川県 金沢市湊1丁目82番地 076-237-8531

2396 石川県木連 合法石木連認定第
050

㈱辻鉄 石川県 金沢市湊2丁目10番地 076-239-2224

2397 石川県木連 合法石木連認定第
051

上田商店 石川県 金沢市北安江4丁目16番43号 076-265-5256

2398 石川県木連 合法石木連認定第
052

㈱てどり 石川県 白山市白山町タ14番地6 0761-93-3609

2399 石川県木連 合法石木連認定第
053

鳳至木材㈱ 石川県 輪島市山岸町い部10番地 0768-22-1324

2400 石川県木連 合法石木連認定第
054

東製材所 石川県 鳳珠郡穴水町字乙ケ崎ホの100 0768-52-0413

2401 石川県木連 合法石木連認定第
055

（合）穴水林業 石川県 鳳珠郡穴水町字川島イの22番地 0768-52-1355

2402 石川県木連 合法石木連認定第
056

丸正木材㈱ 石川県 金沢市湊1丁目75番地 076-238-2471

2403 石川県木連 合法石木連認定第
057

㈱鍋谷木材 石川県 金沢市寺中町チ25番1号 076-267-1334

2404 石川県木連 合法石木連認定第
058

㈲竹田木材 石川県 輪島市門前町皆月ソ-127 0768-46-2061

2405 石川県木連 合法石木連認定第
059

㈲井ノ口ハウス 石川県 鳳珠郡穴水町字地蔵坊いの118-1 0768-52-3541

2406 石川県木連 合法石木連認定第
060

山崎木材 石川県 輪島市門前町浦上46-7 0768-42-0832

2407 石川県木連 合法石木連認定第
061

石間木材㈱ 石川県 加賀市動橋町ル71番地 0761-74-2556

2408 石川県木連 合法石木連認定第
062

㈱蔦土木 石川県 鳳珠郡能登町字鵜川20-1-1 0768-67-1014

2409 石川県木連 合法石木連認定第
063

㈱向瀬材木店 石川県 羽咋郡宝達志水町子浦レ228 0767-22-0477

2410 石川県木連 合法石木連認定第
064

関軒製材所 石川県 七尾市矢田町フの88番地 0767-52-3616

2411 石川県木連 合法石木連認定第
065

㈲門前製材所 石川県 輪島市門前町深田21-72 0768-42-0045

2412 石川県木連 合法石木連認定第
066

㈱ナカダ 石川県 かほく市七窪ヲ138 076-283-0143

2413 石川県木連 合法石木連認定第
067

金沢木材協同組合 石川県 金沢市湊1丁目79番地 076-237-5566

2414 石川県木連 合法石木連認定第
068

表定次製材所 石川県 かほく市外日角イ60 076-283-4383

2415 石川県木連 合法石木連認定第
069

㈱広瀬製材 石川県 河北郡津幡町字田屋イ39番地 076-288-1136

2416 石川県木連 合法石木連認定第
070

石川県木材協同組合連合会 石川県 金沢市湊2丁目118番地15 076-238-7746

2417 石川県木連 合法石木連認定第
071

千田木材㈱ 石川県 白山市白山町レ163 0761-92-0235

2418 石川県木連 合法石木連認定第
072

㈱桑木 石川県 白山市桑島イ1番地12 0761-98-2228

2419 石川県木連 合法石木連認定第
073

増江木材工業㈱ 石川県 金沢市金石本町ホ8番地 076-267-1187

2420 石川県木連 合法石木連認定第
074

㈲五大産業 石川県 白山市知気寺町リ44番地2 0761-92-1244

2421 石川県木連 合法石木連認定第
075

隅屋建設㈱ 石川県 鳳珠郡能登町字柳田仁部70 0768-76-1100

2422 石川県木連 合法石木連認定第
076

㈱白峰産業 石川県 白山市白峰ロ159番地 0761-98-2500

2423 石川県木連 合法石木連認定第
077

山村木材 石川県 小松市長谷町ヤ163-1 0761-46-1043

2424 石川県木連 合法石木連認定第
078

㈲木下工務店 石川県 珠洲市宝立町鵜飼2字51 0768-84-1284

2425 石川県木連 合法石木連認定第
079

松崎木材㈱ 石川県 白山市中奥町202-1 076-275-1133

2426 石川県木連 合法石木連認定第
080

坂本建商 石川県 珠洲市正院町飯塚2部24番地 0768-82-4704

2427 石川県森連 石森合認1号 かが森林組合 石川県 小松市長谷町ヨ244番地

2428 石川県森連 石森合認2号 白山森林組合 石川県 白山市吉野ケ6番地
2429 石川県森連 石森合認3号 金沢市森林組合 石川県 金沢市永安町77番地
2430 石川県森連 石森合認4号 森本森林組合 石川県 金沢市河原市町ロ61番地
2431 石川県森連 石森合認5号 津幡森林組合 石川県 河北郡津幡町字加賀爪ハ117番地3

2432 石川県森連 石森合認6号 かほく市森林組合 石川県 かほく市夏栗イ20番地1
2433 石川県森連 石森合認7号 羽咋森林組合 石川県 羽咋市柴垣町10字15番地
2434 石川県森連 石森合認8号 中能登森林組合 石川県 鹿島郡中能登町水白14部17番地
2435 石川県森連 石森合認9号 越路森林組合 石川県 鹿島郡中能登町武部ス部10番地

2436 石川県森連 石森合認10号 七尾市森林組合 石川県 七尾市袖ヶ江町イ部25番地
2437 石川県森連 石森合認11号 鹿北森林組合 石川県 七尾市中島町中島乙部39番地の1
2438 石川県森連 石森合認12号 のと森林組合 石川県 鳳珠郡穴水町字麦ヶ浦17字5番地
2439 石川県森連 石森合認13号 輪島市森林組合 石川県 輪島市杉平町1字1番地の1

2440 石川県森連 石森合認14号 珠洲市森林組合 石川県 珠洲市飯田町7の129
2441 日合商 東京・北陸-0050 ㈱塚﨑修商店 福井県 越前市中央2丁目3番3号
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2442 全森連 全森合認18号 福井県森林組合連合会 福井県 福井市江端町20-1 0776-38-0345
2443 全市連 全市連180-01 福井県木材市売協同組合 福井県 福井
2444 福井県木連 福井合第11144号 ㈲伊藤木材 福井県 吉田郡永平寺町志比7‐23 0776-63-3025

2445 福井県木連 福井合第11023号 ㈲巨勢 福井県 福井市殿下町45-7 0776-54-9126
2446 福井県木連 福井合第14116号 クラシス㈱ 福井県 越前市日野美2-18 0778-22-2260
2447 福井県木連 福井合第16114号 ㈲平田木材店 福井県 大飯郡高浜町和田1-28 0770-72-3456
2448 福井県木連 福井合第16118号 杉本木材 福井県 大飯郡高浜町青5-31 0770-72-1624

2449 福井県木連 福井合第11223号 ㈲福椿 福井県 福井市上東郷町12-4 0776-41-2404
2450 福井県木連 福井合第11043号 椿野産業㈱福井支店 福井県 福井市稲津町50-1-1 0776-41-3736
2451 福井県木連 福井合第13075号 畑中林業㈲ 福井県 大野市上黒谷18-14 0779-66-0886

2452 福井県木連 福井合第11135号 清川建設㈱ 福井県 吉田郡永平寺町松岡春日3-76 0776-61-0184
2453 福井県木連 福井合第11117号 宇佐美材木 福井県 福井市川尻町41‐68‐1 0776-85-1546
2454 福井県木連 福井合第16078号 古谷製材所 福井県 小浜市中井21-22 0770-58-0006
2455 福井県木連 福井合第13006号 越前木材工業㈱ 福井県 大野市美川町2-20 0779-66-2320

2456 福井県木連 福井合号11004号 岡本木材㈱ 福井県 福井市日之出3-13-7 0776-22-0673
2457 福井県木連 福井合第17012号 若狭木材流通センタ-（協） 福井県 三方上中郡若狭町成願寺22-15-2 0770-45-3500
2458 福井県木連 福井合第14165号 ㈲サンウッド 福井県 越前市畷町1-2-11 0778-25-7667
2459 福井県木連 福井合第17004号 福井県特殊木材販売(協) 福井県 福井市大土呂町4字4番地の1 0776-38-1285

2460 福井県木連 福井合第16121号 奥林業 福井県 大飯郡高浜町宮尾43-5 0770-76-1238
2461 福井県木連 福井合第17003号 福井県嶺北木材林産(協) 福井県 福井市合島町3-1 0776-53-0221
2462 福井県木連 福井合第14113号 ㈱吉田六太夫木材 福井県 越前市小松2丁目4番2号 0778-22-0743
2463 福井県木連 福井合第11075号 川井木材㈱ 福井県 福井市下六条町35-30-1 0776-41-3388

2464 福井県木連 福井合第15017号 ㈲丸喜木材 福井県 福井市飯塚町6-27 0776-35-8580
2465 島根県木協 18島木協第2号-8 山陰丸和林業㈱小浜事業所 福井県 小浜市尾崎62号堂谷48 0770-56-2078
2466 福井県森連 福森連20-001 福井市森林組合 福井県 福井市文京6丁目11-12
2467 福井県森連 福森連20-002 美山町森林組合 福井県 福井市美山町6-25-1

2468 福井県森連 福森連20-003 吉田郡森林組合 福井県 吉田郡永平寺町諏訪間2-1
2469 福井県森連 福森連20-004 坂井森林組合 福井県 あわら市御簾尾15-6
2470 福井県森連 福森連20-005 九頭竜森林組合 福井県 大野市吉6-7

2471 福井県森連 福森連20-006 丹生郡森林組合 福井県 丹生郡越前町織田108-34-1
2472 福井県森連 福森連20-007 宮崎森林組合 福井県 丹生郡越前町江波50-80
2473 福井県森連 福森連20-008 南越森林組合 福井県 越前市粟田部町11-17
2474 福井県森連 福森連20-009 池田町森林組合 福井県 今立郡池田町寺島33-4-1

2475 福井県森連 福森連20-010 武生森林組合 福井県 越前市高瀬町1丁目14-23
2476 福井県森連 福森連20-011 南条郡森林組合 福井県 南条郡南越前町今庄2-18-1
2477 福井県森連 福森連20-012 二州森林組合 福井県 敦賀市観音町1-1
2478 福井県森連 福森連20-013 名田庄森林組合 福井県 大飯郡おおい町名田庄久坂3-42-1

2479 福井県森連 福森連20-014 若狭森林組合 福井県 小浜市神宮寺5-30
2480 福井県森連 福森連20-008-1 高松林建 福井県 丹生郡越前町市5-8-4
2481 福井県森連 福森連20-009-1 野村農芸 福井県 福井市末町32-40
2482 全森連 全森合認19号 山梨県森林組合連合会 山梨県 中央市極楽寺1214番地 055-273-0511

2483 山梨県木協 Ｂ-1 ㈱山雄 山梨県 甲府市幸町12-7 055-227-3434
2484 山梨県木協 Ｄ-1 南部町森林組合 山梨県 南巨摩郡南部町内船7754-1 0556-64-2045
2485 山梨県木協 Ｅ-1 ㈲亀田屋木材 山梨県 韮崎市神山町北宮地109 0551-22-1335
2486 山梨県木協 Ｃ-1 寺井木材㈱ 山梨県 甲府市上石田3-4-11 055-222-1351

2487 山梨県木協 Ｂ-2 甲斐東部材製材（協） 山梨県 大月市初狩町中初狩近ヶ坂3274-2 0554-25-3222
2488 山梨県木協 Ａ-2 甲斐東部材産地形成事業（協） 山梨県 大月市初狩町中初狩近ヶ坂3274-2 0554-25-3111
2489 山梨県木協 Ｂ-7 ログクラフト事業（協） 山梨県 南巨摩郡南部町中野山ノ神前5046 0556-64-4555
2490 山梨県木協 Ｄ-2 ㈲岸本木材 山梨県 山梨市牧丘町窪平1456-13 0553-35-3823

2491 山梨県木協 Ｃ-3 ㈱竜王木材センタ- 山梨県 甲斐市西八幡3484 055-276-4953
2492 山梨県木協 Ｄ-3 ㈱フカサワ 山梨県 甲州市塩山西野原372-1 0553-33-4669
2493 山梨県木協 Ｄ-4 ㈲小林製材所 山梨県 南都留郡鳴沢村1644 0555-85-2054

2494 山梨県木協 Ｄ-5 山梨県森林組合連合会 山梨県 中央市極楽寺1214 055-273-0511
2495 山梨県木協 Ｂ-4 山梨県集成材事業（協） 山梨県 南アルプス市上今諏訪850-1 055-284-8111
2496 山梨県木協 Ｂ-5 ㈱丸木 山梨県 南巨摩郡南部町福士19425 0556-66-2310
2497 山梨県木協 Ｂ-6 山一製材㈲ 山梨県 南巨摩郡南部町内船9184 0556-64-2144

2498 山梨県木協 Ｄ-6 神子沢林業 山梨県 山梨市東1760-10 0553-22-8017
2499 山梨県木協 Ａ-3 高山木材 山梨県 南都留郡西桂町小沼1690 0555-25-2386
2500 山梨県木協 Ｂ-8 ㈲古屋製材所 山梨県 山梨市小原東269 0553-22-0998
2501 山梨県木協 Ｃ-2 ㈱ハウジングプラザ 山梨県 中央市一町畑1085-7 055-274-2666

2502 山梨県木協 Ａ-4 大崎林業 山梨県 韮崎市下祖母石364 0551-23-4718
2503 山梨県木協 Ｄ-7 ㈲藤原造林 山梨県 甲斐市大下条655-1 055-277-2841
2504 山梨県木協 Ｂ-9 ㈱千頭和製材 山梨県 南巨摩郡南部町内船7965-3 0556-64-3157
2505 山梨県木協 Ｂ-10 飯島製材所 山梨県 山梨市南305 0553-22-0462

2506 山梨県木協 Ｃ-4 ㈲野中製材所 山梨県 甲府市丸の内2-9-18 055-279-6826
2507 山梨県木協 Ａ-5 ㈲東林業 山梨県 大月市賑岡町奥山459 0554-22-3779
2508 山梨県木協 Ｃ-5 山梨県木材製品流通ｾﾝﾀ-(協) 山梨県 南アルプス市上今諏訪850-1 055-284-8888
2509 山梨県木協 Ｄ-11（Ｂ-11） ㈲戸栗製材所 山梨県 南アルプス市下今井483 055-283-1500

2510 山梨県木協 Ｂ-12 小沼チップ㈱ 山梨県 南都留郡西桂町小沼892 0555-25-2336
2511 山梨県木協 Ｂ-13 ㈱玉屋製材所 山梨県 甲州市大和町日影1 0553-48-2005
2512 山梨県木協 Ｄ-8 昭栄木材㈲ 山梨県 西八代郡市川三郷町大塚1061-2 055-272-1903
2513 山梨県木協 Ｄ-9 峡南森林組合 山梨県 南巨摩郡鰍沢町新居山官有番地 0556-27-0231

2514 山梨県木協 Ａ-6 ㈲細田組 山梨県 韮崎市円野町下円井1634 0551-27-2187
2515 山梨県木協 Ｃ-6 ㈲石原材木店 山梨県 笛吹市石和町河内549 055-263-0284
2516 山梨県木協 Ｅ-2 ㈲ヤマナカ産業 山梨県 甲斐市篠原2935番地4 055-276-9327

2517 山梨県木協 Ｄ-12（Ｂ-14） 炭みや㈱ 山梨県 都留市大野1083 0554-20-8841
2518 山梨県木協 Ｂ-15 塩野木材㈱ 山梨県 甲州市勝沼町等-力1354 0553-44-1158
2519 山梨県木協 Ｃ-8 ㈱ウッディ- 山梨県 甲府市西高橋町128番地5 055-235-3122
2520 山梨県木協 Ａ-7 ㈲藤原林業 山梨県 山梨市牧丘町北原1934 0553-35-3489

2521 山梨県木協 Ｂ-16 ㈲内藤木材 山梨県 甲府市住吉三丁目27番14号 055-235-4147
2522 山梨県木協 Ｄ-10 ㈱佐藤工業 山梨県 南都留郡鳴沢村1800 0555-85-2323
2523 山梨県木協 Ｃ-9 ㈲アルファ日川木材センタ- 山梨県 山梨市上石森1270番地 0553-22-9889
2524 山梨県木協 Ｂ-17 ㈲遠藤銘木産業 山梨県 甲府市国母7丁目12-33 055-228-7144

2525 山梨県木協 Ａ-9 ㈲横浜林業 山梨県 南都留郡道志村12244番地 0554-52-2318
2526 山梨県木協 Ａ-10 鈴木木材 山梨県 都留市大野269番地 0554-43-6623
2527 山梨県木協 Ｃ-10 ㈱甲西木材センタ- 山梨県 南アルプス市東南湖547 055-284-2929
2528 山梨県木協 B-18 ㈱創景 山梨県 北杜市白州町横手1620番地の354 0551-20-4511

2529 山梨県木協 Ｂ-19 元旦ビュ-ティ工業㈱山梨工場 山梨県 北杜市高根町下黒沢2077-1 0551-47-4321
2530 山梨県木協 Ａ-11 ㈲有井林業 山梨県 北杜市須玉町小尾1655番地 0551-45-0006
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2531 山梨県木協 Ｃ-11 三和建材㈱ 山梨県 大月市笹子町黒野田832番地 0554-25-2382
2532 山梨県木協 Ａ-12 峡北森林組合 山梨県 北杜市武川町宮脇36 0551-26-2300
2533 山梨県木協 Ａ-13 ㈲京島開発 山梨県 南巨摩郡増穂町大久保106-4番地 0556-22-8246

2534 山梨県木協 Ｂ-20 ㈱中加梱包 山梨県 中央市一丁畑1085-13 055-273-1464
2535 山梨県木協 Ｂ-21 近藤製材所 山梨県 甲斐市大下条628番地 055-277-2725
2536 山梨県木協 Ｄ-13 丸若産業㈲ 山梨県 南都留郡鳴沢村798-1 0555-85-2032
2537 山梨県木協 Ｂ-22 ㈲川端産業 山梨県 甲州市塩山上於曽1801番地 0553-44-0255

2538 山梨県木協 Ｄ-14 木曽川産業㈱ 山梨県 甲州市塩山上萩原163番地1 0553-33-3320
2539 山梨県木協 Ｄ-15 丸原製材所 山梨県 南都留郡鳴沢村1013番地 0555-85-2011
2540 山梨県木協 Ｄ-16 オ林材産業 山梨県 甲州市塩山上粟生野969番地の1 0553-33-4540

2541 山梨県木協 Ｄ-17 山下産業㈱ 山梨県 大月市七保町林887番地の1 0554-24-7121
2542 日合商 東京・長野-0016 ㈱住まいのクラサワ 長野県 長野市三輪1丁目7番19号
2543 日合商 東京・長野-0040 ㈱丸富 長野県 飯田市上郷別府881番地
2544 表示推進協 199001 信州木材認証製品センタ- 長野県 長野市岡田町30-16木連内 026-226-1471

2545 全天連 全天連第031号 （株）長野化粧合板 長野県 長野市若穂川田1449-1 026(282)2600
2546 全森連 全森合認20号 長野県森林組合連合会 長野県 長野市大字中御所字岡田30-16 026-226-2504
2547 全市連 全市連200-01 木曽官材市売協同組合本部事務

所
長野県 長野

2548 全市連 全市連200-02 木曽官材市売協同組合荻原事務
所

長野県 長野

2549 全市連 全市連200-03 木曽官材市売協同組合国有林委
託土場

長野県 長野

2550 全市連 全市連200-04 ナイス㈱長野木材営業所 長野県 長野
2551 全市連 全市連200-05 長野貝辻木材㈱ 長野県 長野
2552 全市連 全市連200-06 下澤産業㈱長野営業所 長野県 長野
2553 全市連 全市連200-07 ㈱新東長野営業所 長野県 長野

2554 全市連 全市連200-08 ㈱シキヤマ長野 長野県 長野
2555 日集協 24 齋藤木材工業㈱ 長野県 小県郡長和町和田561 0268-88-2525
2556 プレ協 プレ協第0702-1号 征矢野建材㈱本社 長野県 松本市笹賀7116-1

2557 プレ協 プレ協第0702-2号 ソヤノアークス 長野県 松本市今井野尻5031
2558 プレ協 プレ協第0705-1号 ㈱マルオカ長野P&C 長野県 長野市大町浅川原1503-1
2559 長野県木連 長野県木連-001 北信木材生産センタ-協同組合 長野県 長野市大字穂保中ノ配342 026-296-2665
2560 長野県木連 長野県木連-002 大糸木材㈱ 長野県 北安雲郡小谷村大字千国乙3830-1 0261-82-2005

2561 長野県木連 長野県木連-003 ㈱勝野木材 長野県 木曽郡南木曾町読書1750 0264-57-2532
2562 長野県木連 長野県木連-004 東信素材生産事業協同組合 長野県 小諸市大字平原字四ツ谷原995-1 0267-22-5045
2563 長野県木連 長野県木連-005 ㈲五十嵐木材 長野県 大町市大字大町1198 0261-22-3544
2564 長野県木連 長野県木連-006 王子木材㈱ 長野県 大町市大字大町1545 0261-22-1870

2565 長野県木連 長野県木連-007 齋藤木材工業㈱ 長野県 小県郡長和町和田561 0268-88-2525
2566 長野県木連 長野県木連-008 ㈲内川木材 長野県 上田市真田町本原1529-5 0268-72-0103
2567 長野県木連 長野県木連-009 宮澤木材㈲ 長野県 上田市大字下室賀1464 0268-31-2108
2568 長野県木連 長野県木連-010 上田住宅㈱ 長野県 上田市住吉1203-5 0268-24-1811

2569 長野県木連 長野県木連-011 大久保木材合資会社 長野県 上田市大字大屋351-1 0268-35-0128
2570 長野県木連 長野県木連-012 合資会社近藤製材所 長野県 上田市下武石471 0268-85-2017
2571 長野県木連 長野県木連-013 丸子木材㈱ 長野県 上田市藤原田88 0268-43-0543
2572 長野県木連 長野県木連-014 川西木材合資会社 長野県 上田市大字浦野77 0268-31-2005

2573 長野県木連 長野県木連-015 竹原木材㈱ 長野県 中野市大字竹原1859-4 0269-22-5177
2574 長野県木連 長野県木連-016 瀧澤産業㈲ 長野県 下高井郡木島平村大字住郷1860 0269-82-2127
2575 長野県木連 長野県木連-017 王子木材緑化㈱名古屋支店長野

営業所
長野県 上高井郡小布施町大字雁田字飯綱前281-1 026-247-5767

2576 長野県木連 長野県木連-018 和木材㈱ 長野県 東御市海善寺1245 0268-62-0222
2577 長野県木連 長野県木連-019 小林木材㈱ 長野県 小県郡長和町和田4336-1 0268-88-2007
2578 長野県木連 長野県木連-020 高瀬木材㈱ 長野県 大町市大町2828 0261-22-2238

2579 長野県木連 長野県木連-021 ㈲おもだか屋 長野県 東御市滋野乙3288 0268-62-1417
2580 長野県木連 長野県木連-022 佐久チップ産業㈲ 長野県 南佐久郡佐久穂町大字上2785 0267-86-5370
2581 長野県木連 長野県木連-023 木曽木材工業協同組合 長野県 木曽郡上松町萩原1579-3 0264-52-5500
2582 長野県木連 長野県木連-024 山本材木店 長野県 木曽郡上松町大字萩原1300 0264-52-3451

2583 長野県木連 長野県木連-025 ㈲松崎製材所 長野県 伊那市福島588-1 0265-78-0920
2584 長野県木連 長野県木連-026 横山木材㈲ 長野県 松本市岡田伊深243-1 0263-46-2136
2585 長野県木連 長野県木連-027 都築木材㈱ 長野県 伊那市伊那部336 0265-72-3116
2586 長野県木連 長野県木連-027-1 都築木材㈱本社 長野県 長野県伊那市伊那部336 0265-72-3116

2587 長野県木連 長野県木連-027-4 都築木材㈱相模原営業所 長野県 県相模原市当麻844-3 0427-78-7108
2588 長野県木連 長野県木連-028 南木曽木材産業㈱ 長野県 木曽郡南木曾町吾妻1187 0264-57-3044
2589 長野県木連 長野県木連-029 中央住材㈱ 長野県 諏訪市大字湖南6020-3 0266-53-3232
2590 長野県木連 長野県木連-030 細川木材㈱ 長野県 諏訪郡富士見町10709 0266-62-2511

2591 長野県木連 長野県木連-031 野沢木材㈲ 長野県 上伊那郡辰野町大字伊那富7643 0266-41-0457
2592 長野県木連 長野県木連-032 ㈲中央緑化 長野県 岡谷市郷田二丁目6-4 0266-23-3738
2593 長野県木連 長野県木連-033 北佐久木材協同組合 長野県 小諸市大字平原字四ツ谷原967-7 0267-22-2210
2594 長野県木連 長野県木連-034 ㈲伊藤木材 長野県 佐久市春日2959 0267-53-3125

2595 長野県木連 長野県木連-035 ㈱マルナカ 長野県 小諸市御幸町2-7-1 0267-22-2124
2596 長野県木連 長野県木連-036 内堀林業 長野県 北佐久郡御代田町塩野896 0267-32-3154
2597 長野県木連 長野県木連-037 ㈱コバリン小諸チップ工場 長野県 小諸市御影新田向原1576 0267-22-1310
2598 長野県木連 長野県木連-038 ㈲堀内林業 長野県 北佐久郡軽井沢町追分1252-52 0267-45-1005

2599 長野県木連 長野県木連-039 丸政商事㈲ 長野県 飯山市大字飯山2222 0269-62-3260
2600 長野県木連 長野県木連-040 瑞穂木材㈱ 長野県 下高井郡木島平村穂高3230 0269-82-3118
2601 長野県木連 長野県木連-041 高社木材㈱ 長野県 中野市西一丁目3-8 0269-22-4115

2602 長野県木連 長野県木連-042 ㈱太洋 長野県 飯山市南町24-9 0269-62-4165
2603 長野県木連 長野県木連-043 信越木材㈱ 長野県 中野市大字草間1162-45 0269-22-4518
2604 長野県木連 長野県木連-044 中沢木材㈱ 長野県 中野市大字新井360-5 0269-22-2618
2605 長野県木連 長野県木連-045 柳沢林業 長野県 松本市大字水汲1077-4 0263-46-0469

2606 長野県木連 長野県木連-046 ㈲坂井林業 長野県 大町市大町5712-14 0261-22-2254
2607 長野県木連 長野県木連-047 対水林業 長野県 大町市平8078-31 0261-22-0718
2608 長野県木連 長野県木連-048 ㈲一岡林業 長野県 大町市美麻28859 0261-29-2868
2609 長野県木連 長野県木連-049 ひふみ林業㈲ 長野県 北安曇郡池田町陸郷7087-2 0261-62-9149

2610 長野県木連 長野県木連-050 大野林業 長野県 大町市常盤4961-12 0261-22-0740
2611 長野県木連 長野県木連-051 ㈲宮坂林業 長野県 大町市平8457-1 0261-22-2460
2612 長野県木連 長野県木連-052 ㈲中島林業 長野県 佐久市大字取出町203-7 0267-62-5700
2613 長野県木連 長野県木連-053 ㈱ヤマ二 長野県 木曽郡南木曽町読書3239 0264-57-2565

2614 長野県木連 長野県木連-054 木曽土建工業㈱ 長野県 木曽郡木祖村小木曽172-2 0264-36-2555
2615 長野県木連 長野県木連-055 小山木材㈱ 長野県 長野市松代町松代155 026-278-2216
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2616 長野県木連 長野県木連-056 寺尾森林企業組合 長野県 長野市松代町牧島400 026-278-2769
2617 長野県木連 長野県木連-057 宮澤木材産業㈱ 長野県 長野市北郷2896 026-239-0588
2618 長野県木連 長野県木連-058 伊藤木材㈱ 長野県 上水内郡信濃町大字柏原2671 026-255-2017

2619 長野県木連 長野県木連-059 ㈱峯村材木店 長野県 千曲市大字粟佐760-1 026-272-1182
2620 長野県木連 長野県木連-060 ㈱三和製作所 長野県 長野市中御所3-8-14 026-226-2595
2621 長野県木連 長野県木連-061 北信地域材加工事業協同組合 長野県 長野市大字穂保字中ノ配341-1 026-295-3200
2622 長野県木連 長野県木連-062 ㈱マルオカ 長野県 長野市吉田5-25-7 026-243-1218

2623 長野県木連 長野県木連-062-1 ㈱マルオカ長野営業所 長野県 長野市川合新田802 026-221-6352
2624 長野県木連 長野県木連-062-2 ㈱マルオカ東信営業所 長野県 東御市滋野字高石乙3303 0267-22-6381
2625 長野県木連 長野県木連-062-3 ㈱マルオカ中信営業所 長野県 松本市市場9-4 0263-25-9050

2626 長野県木連 長野県木連-063 長野木材協同組合 長野県 長野市大字穂保字町裏250-5 026-296-6633
2627 長野県木連 長野県木連-064 ㈱コクブ 長野県 上田市大屋242-6 0268-35-5530
2628 長野県木連 長野県木連-065 上田第三木材合資会社 長野県 東御市加沢201-5 0268-62-1202
2629 長野県木連 長野県木連-066 辰巳屋建設㈱ 長野県 上伊那郡飯島町飯島2169-116 0265-86-5555

2630 長野県木連 長野県木連-067 菅沼木材㈱ 長野県 駒ヶ根市下平941-1 0265-82-3526
2631 長野県木連 長野県木連-068 のむら木材㈱ 長野県 木曽郡上松町正島町1-18-1 0264-52-2417
2632 長野県木連 長野県木連-069 池田木材㈱ 長野県 木曽郡上松町駅前通り1-43 0264-52-2123
2633 長野県木連 長野県木連-070 沢渡木材㈱ 長野県 伊那市東春近1628 0265-72-3228

2634 全銘連 全銘連（岐阜）第
1号

岐阜県銘木協同組合 岐阜県 岐阜市茶屋新田3丁目90番地

2635 表示推進協 201001 北嶋木材㈱ 岐阜県 下呂市金山町菅田桐洞4057-1 0576-33-2201
2636 表示推進協 205102 ㈱ヤマジョウ建設 岐阜県 関市板取1546-1 0581-57-2326

2637 表示推進協 209003 岐阜県木材協同組合連合会 岐阜県 岐阜市六条江東2丁目5番6号 058-271-9941
2638 表示推進協 209004 オ-クヴィレッジ㈱ 岐阜県 大野郡清見村牧ヶ洞846 0577-68-2244
2639 全天連 全天連第045号 （有）森ウッド 岐阜県 岐阜市長森本町2-1-19 058(240)9321
2640 全天連 全天連第056号 （株）鷲見化粧ベニヤ 岐阜県 岐阜市曽我屋4-77 058(230)1871

2641 全天連 全天連第068号 株）正進 岐阜県 山県市梅原2383 0581(22)1177
2642 全天連 全天連第085号 （有）三敬銘材 岐阜県 羽島郡笠松町米野字高瀬788 058(387)5561
2643 全天連 全天連第087号 （有）中濃合板 岐阜県 岐阜市芥見南山1-16-9 0575(24)6449

2644 全天連 全天連第092号 （株）岐阜加工ベニヤ製作所 岐阜県 各務原市須衛町7-90-1 058(385)5227
2645 全天連 全天連第109号 （有）坂商会 岐阜県 安八郡安八町西結1453 0584(62)3800
2646 全天連 全天連第115号 大東工藝（株） 岐阜県 下都賀郡壬生町藤井1092-1 0282(82)7123
2647 全森連 全森合認21号 岐阜県森林組合連合会 岐阜県 岐阜市六条江東2-5-6 058-275-4890

2648 全市連 全市連210-01 木曽官材市売協同組合坂下事務
所

岐阜県 岐阜

2649 全買連 全買連41 丸十松村製材（株） 岐阜県 山県市谷合1298番地の2
2650 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 5 国六工業(株) 岐阜県 岐阜市都通2-11 058-251-1351

2651 日集協 49 セブン工業㈱ 岐阜県 美濃加茂市本郷町6-11-15 0574-28-7800
2652 日集協 77 藤井ハウス産業㈱ 岐阜県 養老郡養老町押越1974 0584-32-1241
2653 岐阜県木連 岐阜県木連第1号 白鳥林工協業組合 岐阜県 郡上市白鳥町大島浅井向野1546番地 0575-82-2127
2654 岐阜県木連 岐阜県木連第2号 ㈱アイ・エム・ケー 岐阜県 関市豊岡町2-4-21 0575-22-1407

2655 岐阜県木連 岐阜県木連第3号 ㈱カネモク 岐阜県 高山市新宮町112-11 0577-34-0655
2656 岐阜県木連 岐阜県木連第4号 丸眞木材 岐阜県 高山市清見町楢谷1029 0576-69-2127
2657 岐阜県木連 岐阜県木連第5号 ㈲倉地製材所 岐阜県 下呂市萩原町羽根408 0576-52-1876
2658 岐阜県木連 岐阜県木連第6号 ㈱中部木材綜合センター 岐阜県 岐阜市西鶉1-62-1 058-272-1213

2659 岐阜県木連 岐阜県木連第7号 後藤木材㈱本店 岐阜県 岐阜市大倉町12 058-271-3000
2660 岐阜県木連 岐阜県木連第8号 後藤木材㈱各務原店 岐阜県 各務原氏須衛町7-88-1 0583-84-2211
2661 岐阜県木連 岐阜県木連第9号 後藤木材㈱プレカット工場 岐阜県 各務原氏須衛町2-446 0583-70-1010
2662 岐阜県木連 岐阜県木連第10号 ㈱小林三之助商店可児工場 岐阜県 可児市土田1500 0574-26-2138

2663 岐阜県木連 岐阜県木連第11号 ㈱小林三之助商店白鳥工場 岐阜県 郡上市白鳥町向小駄良979-1 0575-82-2253
2664 岐阜県木連 岐阜県木連第12号 ㈱小林三之助商店原木センター 岐阜県 各務原市須衛町7-80 0583-84-8223
2665 岐阜県木連 岐阜県木連第13号 恵那小径木加工協同組合 岐阜県 恵那市武並町竹折328-239 0573-28-2175

2666 岐阜県木連 岐阜県木連第14号 ㈱ヤスモク 岐阜県 郡上市八幡町市島18-1 0575-62-2311
2667 岐阜県木連 岐阜県木連第15号 ㈲日興製材 岐阜県 関市倉知清水洞口2847 0575-24-0228
2668 岐阜県木連 岐阜県木連第16号 協同組合東濃ひのきの家 岐阜県 中津川市加子母2301 0573-79-3555
2669 岐阜県木連 岐阜県木連第17号 ㈱スギヤマ 岐阜県 揖斐郡揖斐川町北方1826 0585-22-0422

2670 岐阜県木連 岐阜県木連第18号 高橋建設㈱ 岐阜県 揖斐郡揖斐川町脛永1055 0585-22-1046
2671 岐阜県木連 岐阜県木連第19号 ㈱たかもく 岐阜県 高山市下切町1251 0577-32-0955
2672 岐阜県木連 岐阜県木連第20号 岸田木材㈱ 岐阜県 高山市山田町1616 0577-32-1635
2673 岐阜県木連 岐阜県木連第21号 ㈲岡秀 岐阜県 本巣市上真桑2260-3 058-323-1315

2674 岐阜県木連 岐阜県木連第22号 ㈱末永製作所 岐阜県 揖斐郡揖斐川町房島1822-3 0585-22-0778
2675 岐阜県木連 岐阜県木連第23号 本庄興業㈱ 岐阜県 岐阜市北島2-16 058-271-6527
2676 岐阜県木連 岐阜県木連第24号 大沢加工ベニヤ㈱ 岐阜県 瑞穂市十七条334 058-328-3323
2677 岐阜県木連 岐阜県木連第25号 長良川ウッド協同組合 岐阜県 郡上市白鳥町中津屋1385-1 0575-83-0061

2678 岐阜県木連 岐阜県木連第26号 ㈲マルワイ製作所 岐阜県 中津川市加子母1890 0573-79-2195
2679 岐阜県木連 岐阜県木連第27号 桑原木材㈱(白河工場) 岐阜県 加茂郡白川町坂の東1161-1 0574-75-2023
2680 岐阜県木連 岐阜県木連第28号 丸平建設㈱ 岐阜県 揖斐郡大野町大字稲富2538-8 0585-34-2571
2681 岐阜県木連 岐阜県木連第29号 ㈱住いず 岐阜県 揖斐郡大野町大字稲富2398-1 0583-35-2082

2682 岐阜県木連 岐阜県木連第30号 サンシロ㈱ 岐阜県 揖斐郡池田町田畑612 0585-45-2255
2683 岐阜県木連 岐阜県木連第31号 奥飛騨開発㈱ 岐阜県 高山市国府町広瀬町500 0577-72-3000
2684 岐阜県木連 岐阜県木連第32号 ㈱中島工務店(住宅センター) 岐阜県 中津川市加子母1005 0573-79-3131
2685 岐阜県木連 岐阜県木連第33号 ヤマガタ産業㈱ 岐阜県 羽島郡岐南町みやまち1-3 058-271-3111

2686 岐阜県木連 岐阜県木連第34号 平野木材㈱ 岐阜県 各務原市須衛町7-63 058-384-7711
2687 岐阜県木連 岐阜県木連第35号 丸イ製材㈲ 岐阜県 中津川市加子母2364-2 0573-79-2059
2688 岐阜県木連 岐阜県木連第36号 兼八林産㈲ 岐阜県 中津川市加子母2334 0573-79-2118

2689 岐阜県木連 岐阜県木連第37号 逢坂建材㈱ 岐阜県 高山市新宮町112-28 0577-32-0388
2690 岐阜県木連 岐阜県木連第38号 伊藤林産㈲ 岐阜県 中津川市加子母2868-1 0573-79-2201
2691 岐阜県木連 岐阜県木連第39号 田口林産㈲ 岐阜県 中津川市加子母3627 0573-79-2005
2692 岐阜県木連 岐阜県木連第40号 矢橋林業㈱(木材事業本部昼飯工

場)
岐阜県 大垣市昼飯町264-1 0584-91-3366

2693 岐阜県木連 岐阜県木連第41号 金山町国産材加工協同組合 岐阜県 下呂市金山町東沓部3498-178 0576-35-2301
2694 岐阜県木連 岐阜県木連第42号 内田木材工業 岐阜県 揖斐郡揖斐川町白樫670 0585-22-1171
2695 日合商 東京・静岡-0030 ㈱ナカムラ 静岡県 浜松市卸本町2番地

2696 日合商 東京・静岡-0044 池田ベニヤ㈱ 静岡県 浜松市上島七丁目10番8号
2697 日合商 東京・静岡-0060 ㈱山清片山 静岡県 静岡市葵区竜南3丁目16番18号
2698 日合商 東京・静岡-0063 ㈲静北建販 静岡県 静岡市葵区竜南1丁目16番1号
2699 日合商 東京・静岡-0065 榛南建材㈱ 静岡県 牧之原市細江2749の5

2700 日合商 東京・静岡-0067 ㈱興建産業 静岡県 裾野市今里545番地の20
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付属資料2

Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号所在地

2701 NPC ＮＰＣ（認）第
0008号

天龍木材㈱天竜工場 静岡県 磐田市宮本350番地

2702 NPC ＮＰＣ（認）第
0014号

浜田木材工業㈱島田工場 静岡県 島田市阪本1665番地2

2703 NPC ＮＰＣ（認）第
0015号

住友林業クレスト㈱静岡事業所 静岡県 藤枝市横内306番地

2704 表示推進協 211001 影山木材㈱ 静岡県 静岡市若松町103 054-271-1538

2705 表示推進協 213402 ㈱きんぱら 静岡県 静岡市葵区井宮町209 054-271-6643
2706 全天連 全天連第028号 （有）タカハシウッド 静岡県 静岡市清水区興津中町1378-3 0543(69)3387
2707 全天連 全天連第033号 （有）大栄商行 静岡県 静岡市駿河区桃園町6-4 054(281)5994

2708 全天連 全天連第034号 （有）駿河突板店 静岡県 静岡市駿河区中原345-1 054(281)5994
2709 全天連 全天連第035号 （株）うさみ 静岡県 静岡市駿河区手越118 054(259)9828
2710 全天連 全天連第036号 （有）藤枝特殊合板 静岡県 藤枝市水守459-1 054(643)9022
2711 全天連 全天連第037号 （有）一木商会 静岡県 志太郡岡部町岡部1511-5 054(667)3072

2712 全天連 全天連第038号 ミヤギ 静岡県 静岡市駿河区丸子1-4-29-10 054(259)5019
2713 全天連 全天連第039号 （株）山崎商事 静岡県 静岡市葵区牧ヶ谷2366 054(277)3277
2714 全天連 全天連第040号 （株）きんぱら 静岡県 静岡市葵区井宮町209 054(271)6643
2715 全天連 全天連第041号 （有）丸惣ツキ板 静岡県 静岡市葵区田町4-32 054(252)9783

2716 全天連 全天連第048号 高草銘杢 静岡県 藤枝市仮宿1560 054(645)0752
2717 全天連 全天連第049号 シュウワウッド 静岡県 藤枝市仮宿1477-1 054(647)5666
2718 全天連 全天連第053号 瀧本銘杢 静岡県 藤枝市音羽町6-7-2 054(641)0507
2719 全天連 全天連第057号 （有）マルケイ 静岡県 牧之原市細江970-1 0548(22)8615

2720 全天連 全天連第058号 （株）大川銘木 静岡県 田方郡函南町塚本215 055(978)8111
2721 全天連 全天連第060号 （有）カクエイ 静岡県 志太郡岡部町桂島797 054(667)2648
2722 全天連 全天連第095号 日銘スライス（株） 静岡県 浜松市西町503 053(425)0537
2723 全天連 全天連第102号 湯本突板 静岡県 静岡市葵区新通1-11-15 054(252)6752

2724 全天連 全天連第103号 ＹＴＳ 静岡県 静岡市葵区田町2-125 054(653)8151
2725 全天連 全天連第108号 共和成産（株） 静岡県 藤枝市泉町20 054(635)3331
2726 全森連 全森合認22号 静岡県森林組合連合会 静岡県 静岡市追手町9-6県庁西館 054-253-0195

2727 全市連 全市連220-01 ㈱丸木木材市場 静岡県 静岡
2728 全市連 全市連220-02 ナイス㈱浜松営業所 静岡県 静岡
2729 全市連 全市連220-03 ナイス㈱沼津木材営業所 静岡県 静岡
2730 全市連 全市連220-04 平方木材㈱沼津営業所 静岡県 静岡

2731 全市連 全市連220-05 ㈱田代商店 静岡県 静岡
2732 全市連 全市連220-06 昌榮木材㈱ 静岡県 静岡
2733 全市連 全市連220-07 丸八木材㈱ 静岡県 静岡
2734 全市連 全市連220-08 ㈱丸吉商店 静岡県 静岡

2735 全市連 全市連220-09 ㈱材豊 静岡県 静岡
2736 全市連 全市連220-10 熊谷木材㈱ 静岡県 静岡
2737 全市連 全市連220-11 ㈱もくもく東海 静岡県 静岡
2738 全市連 全市連220-12 ㈱ミヤックス浜松営業所 静岡県 静岡

2739 全市連 全市連220-13 桑原木材㈱浜松営業所 静岡県 静岡
2740 全市連 全市連220-14 丸長木材㈱ 静岡県 静岡
2741 全市連 全市連220-15 ㈲丸吉商店 静岡県 静岡
2742 全市連 全市連220-16 ㈲滝川 静岡県 静岡

2743 全市連 全市連220-17 ㈱天双 静岡県 静岡
2744 日本複合床板 8 （株）ノダ 静岡県 庵原郡富士川町中之郷648-1 0545-81-1031
2745 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 8 天龍プレ-パク(株) 静岡県 磐田郡竜洋町宮本350 0538-66-3135
2746 日集協 27 川島建設合資会社集成材工場 静岡県 浜北市中瀬2700 053-588-7204

2747 日集協 78 ㈱オチアイ集成材 静岡県 藤枝市本町4-8-14 054-641-2772
2748 プレ協 プレ協第0701号 日東木材産業㈱本社工場 静岡県 浜松市中瀬7698 齋藤幹一郎
2749 静岡県木連 静岡県木連第1307

号
㈲スズブン 静岡県 磐田市一言3196 0538-36-5230

2750 静岡県木連 静岡県木連第1309
号

㈲高塚材木店 静岡県 磐田市富士見町1-11-12 0538-35-1211

2751 静岡県木連 静岡県木連第1831
号

㈱林材木店 静岡県 浜松市安間町221-1 053-421-0535

2752 静岡県木連 静岡県木連第1905
号

㈱かねまた 静岡県 袋井市上山梨511-8 0538-48-6605

2753 静岡県木連 静岡県木連第2314
号

㈱協和産業 静岡県 島田市金谷河原1854-4 0547-45-3054

2754 静岡県木連 静岡県木連第2329
号

鈴木材木店 静岡県 島田市野田384-4 0547-37-0216

2755 静岡県木連 静岡県木連第2331
号

㈱スンエン 静岡県 島田市御請229 0547-35-6111

2756 静岡県木連 静岡県木連第2343
号

ニシド工業㈱ 静岡県 島田市向谷1-4039-6 0547-36-2295

2757 静岡県木連 静岡県木連第2349
号

北斗製材工業㈱ 静岡県 島田市牛尾1000-1 0547-46-4157

2758 静岡県木連 静岡県木連第2354
号

㈱丸合製材所 静岡県 島田市中溝4-14-13 0547-37-6278

2759 静岡県木連 静岡県木連第2355
号

㈱丸小製材所 静岡県 島田市稲荷4-7-10 0547-37-2455

2760 静岡県木連 静岡県木連第2357
号

丸天星工業㈱ＪＰＳ事業部 静岡県 島田市中河1082 0547-38-0280

2761 静岡県木連 静岡県木連第2408
号

㈲オチアイ材木店 静岡県 藤枝市本町4-8-14 054-641-1672

2762 静岡県木連 静岡県木連第2413
号

近藤建設工業㈱ 静岡県 焼津市一色1075-1 054-624-8100(

2763 静岡県木連 静岡県木連第2416
号

曽根製材所 静岡県 志太郡大井川町中島300 054-622-0249

2764 静岡県木連 静岡県木連第2425
号

㈱藤枝総合木材センタ- 静岡県 藤枝市築地564-1 054-647-6800

2765 静岡県木連 静岡県木連第2513
号

㈲かねき 静岡県 静岡市葵区末広町120 054-271-3711

2766 静岡県木連 静岡県木連第2708
号

稲名製材工業㈱ 静岡県 静岡市清水区長崎1162-7 0543-47-3060

2767 静岡県木連 静岡県木連第2714
号

エス･エルワ-ルド㈱ 静岡県 静岡市清水区宮加三642 0543-35-5451
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2768 静岡県木連 静岡県木連第2749
号

清水港木材産業協同組合 静岡県 静岡市清水区富士見町8-15 0543-53-3231

2769 静岡県木連 静岡県木連第2782
号

北静木材㈱ 静岡県 静岡市清水区下野緑町15-10 0543-65-5852

2770 静岡県木連 静岡県木連第2902
号

市川製材㈲ 静岡県 富士宮市外神1175 0544-26-2269

2771 静岡県木連 静岡県木連第2907
号

㈱風岡製材所 静岡県 富士郡芝川町内房4042-1 0544-65-0118

2772 静岡県木連 静岡県木連第2908
号

㈱片岡材木店 静岡県 富士宮市西町11-2 0544-27-2175

2773 静岡県木連 静岡県木連第2910
号

金森林業 静岡県 富士宮市村山553-1 0544-26-8645

2774 静岡県木連 静岡県木連第2911
号

㈱共和 静岡県 富士宮市浅間町12-15 0544-26-5151

2775 静岡県木連 静岡県木連第2912
号

栗分木材㈱ 静岡県 富士宮市北町18-9 0544-27-2222

2776 静岡県木連 静岡県木連第2913
号

㈲佐野製材所 静岡県 富士宮市弓沢町908 0544-27-3074

2777 静岡県木連 静岡県木連第2917
号

内藤製材所 静岡県 富士宮市北山2783 0544-58-1028

2778 静岡県木連 静岡県木連第2919
号

㈱西川材木店 静岡県 富士宮市宮原130 0544-24-7000

2779 静岡県木連 静岡県木連第2922
号

㈲まるいチップ工業 静岡県 富士市大渕8281 0545-35-1025

2780 静岡県木連 静岡県木連第2924
号

㈱マルダイ 静岡県 富士市大渕2410-1 0545-35-3535

2781 静岡県木連 静岡県木連第2925
号

㈱丸大製材所 静岡県 富士郡芝川町内房3409-5 0544-65-0107

2782 静岡県木連 静岡県木連第2928
号

㈱ランバ-リング･カツマタ 静岡県 富士市大渕字小河窪9260 0545-37-1233

2783 静岡県木連 静岡県木連第2952
号

大成工業㈱ 静岡県 富士市今泉480-1 0545-52-2795

2784 静岡県木連 静岡県木連第2953
号

ニチモクパレット㈱富士工場 静岡県 富士市比奈798 0545-39-0171

2785 静岡県木連 静岡県木連第2956
号

ハヤシ工業㈱ 静岡県 富士市中里字大坪新田添2608-51 0545-32-0241

2786 静岡県木連 静岡県木連第2958
号

富士木材㈱ 静岡県 富士市下横割226 0545-61-8811

2787 静岡県木連 静岡県木連第3302
号

㈲伊豆木材市場 静岡県 伊豆の国市長岡232-1 055-948-4118

2788 静岡県木連 静岡県木連第3306
号

羽畑建設㈱ 静岡県 三島市徳倉1295 055-986-4479

2789 静岡県木連 静岡県木連第3312
号

㈱菊地木材建設 静岡県 沼津市大岡3739-1 055-922-9171

2790 静岡県木連 静岡県木連第3502
号

㈱亀山製材所 静岡県 静岡市駿河区東新田4-9-30 054-259-1770

2791 静岡県木連 静岡県木連第3511
号

村澤木材工業㈱ 静岡県 静岡市駿河区中島1016 054-282-4050

2792 静岡県森連 静森合認1号 伊豆森林組合 静岡県 下田市河内399

2793 静岡県森連 静森合認2号 田方森林組合 静岡県 伊豆市八幡761-1
2794 静岡県森連 静森合認3号 愛鷹山森林組合 静岡県 沼津市大岡3634-1
2795 静岡県森連 静森合認4号 裾野市森林組合 静岡県 裾野市佐野822-1

2796 静岡県森連 静森合認5号 御殿場市森林組合 静岡県 御殿場市萩原483
2797 静岡県森連 静森合認6号 富士市森林組合 静岡県 富士市大渕6979-5
2798 静岡県森連 静森合認7号 富士森林組合 静岡県 富士宮市東町21-9
2799 静岡県森連 静森合認8号 清水森林組合 静岡県 静岡市清水区和田島689-1

2800 静岡県森連 静森合認9号 静岡市森林組合 静岡県 静岡市葵区千代538-11
2801 静岡県森連 静森合認10号 井川森林組合 静岡県 静岡市葵区井川544-7
2802 静岡県森連 静森合認11号 森林組合おおいがわ 静岡県 榛原郡川根町家山359-1
2803 静岡県森連 静森合認12号 掛川市森林組合 静岡県 掛川市丹間48

2804 静岡県森連 静森合認13号 森町森林組合 静岡県 周知郡森町三倉826-2
2805 静岡県森連 静森合認14号 春野森林組合 静岡県 浜松市春野町宮川1481
2806 静岡県森連 静森合認15号 水窪町森林組合 静岡県 浜松市水窪町地頭方248-1
2807 静岡県森連 静森合認16号 佐久間森林組合 静岡県 浜松市佐久間町半場10-1

2808 静岡県森連 静森合認17号 龍山森林組合 静岡県 浜松市龍山町戸倉233-3
2809 静岡県森連 静森合認18号 天竜森林組合 静岡県 浜松市船明1951-1
2810 静岡県森連 静森合認19号 引佐町森林組合 静岡県 浜松市引佐町井伊谷2340-1
2811 日合商 中部日本-0001 櫻井木材㈱ 愛知県 名古屋市中川区太平通り6丁目11番地

2812 日合商 中部日本-0002 澤田商事株式會社 愛知県 名古屋市港区川間町1-33
2813 日合商 中部日本-0003 愛日木研㈱ 愛知県 名古屋市港区藤前三丁目301番地
2814 日合商 中部日本-0004 トキワランバテック㈱ 愛知県 名古屋市中区金山一丁目14番16号
2815 日合商 中部日本-0005 ㈱マノモク 愛知県 豊田市深見町岩花1068番23

2816 日合商 中部日本-0006 タック建材㈱ 愛知県 名古屋市中区正木四丁目2番31号
2817 日合商 中部日本-0007 ベニクス㈱ 愛知県 名古屋市港区小碓二丁目102番地
2818 日合商 中部日本-0008 ㈱ヤマガタヤ 愛知県 名古屋市中区正木一丁目1番4号

2819 日合商 中部日本-0009 ㈱きもと 愛知県 名古屋市港区当知町三丁目1309番地
2820 日合商 中部日本-0010 ㈱太閤 愛知県 名古屋市中川区山王三丁目6番1号
2821 日合商 中部日本-0011 亀田合板㈱ 愛知県 名古屋市中川区昭明町五丁目壱番地
2822 日合商 中部日本-0012 ㈲平和ベニヤ 愛知県 名古屋市港区八百島2丁目106

2823 日合商 中部日本-0013 ㈱鈴木商店 愛知県 知立市御手洗2番地8
2824 日合商 中部日本-0014 ダイセン㈱ 愛知県 名古屋市中村区竹橋町9番9号
2825 日合商 中部日本-0015 ㈱ヤマセイ 愛知県 海部郡飛島村木場二丁目59番地
2826 日合商 中部日本-0016 祖父江ベニヤ㈱ 愛知県 名古屋市中村区名駅南三丁目3番17号

2827 日合商 中部日本-0018 ㈱ヤマウチ 愛知県 名古屋市港区宝神二丁目219番地
2828 日合商 中部日本-0019 三和建販㈱ 愛知県 名古屋市中区千代田五丁目20番6号
2829 日合商 中部日本-0020 中部ホ-ムサ-ビス㈱ 愛知県 豊橋市問屋町5-3
2830 日合商 中部日本-0021 櫻井木材加工㈱ 愛知県 海部郡飛島村木場二丁目127番地

2831 日合商 中部日本-0022 ㈱サンコ- 愛知県 名古屋市中川区上高畑二丁目23番地
2832 日合商 中部日本-0023 ㈲ト-ア木工 愛知県 岡崎市大樹寺2丁目2番地5
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2833 日合商 中部日本-0024 ト-ア㈱ 愛知県 名古屋市中村区竹橋町9番9号
2834 日合商 中部日本-0025 旭㈱ 愛知県 名古屋市中川区清川町3丁目1番地
2835 日合商 中部日本-0026 アイカ工業㈱ 愛知県 清須市西堀江2288番地

2836 日合商 中部日本-0027 ㈱千田悦三郎商店 愛知県 名古屋市守山区小幡千代田18-25
2837 NPC ＮＰＣ（認）第

0003号
ヤマナ㈱本社工場 愛知県 半田市州の崎町2番地93

2838 NPC ＮＰＣ（認）第
0016号

イビケンウッドテック㈱本社工
場

愛知県 高浜市新田町4-1-3

2839 NPC ＮＰＣ（認）第
0023号

東洋プライウッド㈱名古屋工場 愛知県 海部郡飛島村木場1丁目80番地

2840 NPC ＮＰＣ（認）第
0024号

萬代特殊合板㈱目比工場 愛知県 稲沢市目比町四反割7番地

2841 表示推進協 224001 丸五木材㈱ 愛知県 名古屋市中区正木三丁目2番6号 052-331-7401
2842 表示推進協 224102 ㈱山忠 愛知県 名古屋市中区大須4丁目5番10号 052-262-1631

2843 全天連 全天連第054号 （有）丸チ化粧ベニヤ 愛知県 名古屋市中区松原三丁目14-33 052(442)1656
2844 全天連 全天連第059号 （有）山晋 愛知県 津島市白浜町字弁天113 0567(32)0342
2845 全天連 全天連第063号 （有）アオヤマ 愛知県 名古屋市港区正徳町四丁目9 052(381)3995
2846 全天連 全天連第065号 （株）オムニツダ 愛知県 名古屋市中区大須四丁目9-21 052(242)4111

2847 全天連 全天連第066号 服部商店 愛知県 名古屋市中区大須一丁目33-38 052(231)5640
2848 全天連 全天連第072号 （株）ナショナル単板 愛知県 名古屋市港区春田野1-3005 052(303)8557
2849 全天連 全天連第076号 （株）吉野ツキ板店 愛知県 名古屋市中川区押元町1-37 052(352)1411
2850 全天連 全天連第098号 犬飼突板（株） 愛知県 海部郡飛島村渚5-29 05675(2)2571

2851 全天連 全天連第100号 萬成化粧板 愛知県 名古屋市中川区中島新町3-206 052(352)1531
2852 全天連 全天連第101号 ナショナルベニヤ（株） 愛知県 名古屋市中川区東起町2-43 052(382)5513
2853 全天連 全天連第104号 （株）畠山銘木店 愛知県 名古屋市中川区尾頭橋1-6-3 052(322)4361
2854 全天連 全天連第105号 ファンシ-ツダ（株） 愛知県 名古屋市中区松原2-2-33 052(322)3101

2855 全天連 全天連第106号 （株）トウカイ 愛知県 愛西市本部田町狭場20 0567(31)1165
2856 全天連 全天連第113号 （株）いずみ 愛知県 名古屋市緑区鳴海町山下101-10 0567(892)6813
2857 全天連 全天連第114号 （有）飛島突板 愛知県 海部郡飛島村渚5-26 052(52)1194

2858 全天連 全天連第117号 （株）市橋 愛知県 弥富市楠2-28 0567(66)3225
2859 全森連 全森合認23号 愛知県森林組合連合会 愛知県 名古屋市中区丸の内3-5-16 052-961-9156
2860 全市連 全市連230-01 ㈱東海木材相互市場大口市場 愛知県 愛知
2861 全市連 全市連230-02 ㈱東海木材相互市場西部市場 愛知県 愛知

2862 全市連 全市連230-03 ㈱東海林材市場 愛知県 愛知
2863 全市連 全市連230-04 西垣林業㈱ 愛知県 愛知
2864 全市連 全市連230-05 ㈱西垣林業 愛知県 愛知
2865 全市連 全市連230-06 ㈱衣浦木材市場 愛知県 愛知

2866 全市連 全市連230-07 ナイス㈱小牧営業所 愛知県 愛知
2867 全市連 全市連230-08 川合木材㈱ 愛知県 愛知
2868 全市連 全市連230-09 ㈱名古屋西徳 愛知県 愛知
2869 全市連 全市連230-10 植谷木材㈱ 愛知県 愛知

2870 全市連 全市連230-11 松本木材㈱ 愛知県 愛知
2871 全市連 全市連230-12 ㈱小泉 愛知県 愛知
2872 全市連 全市連230-13 ㈱吉栄商店 愛知県 愛知
2873 全市連 全市連230-14 中田商店 愛知県 愛知

2874 全市連 全市連230-15 名城木材㈱ 愛知県 愛知
2875 全市連 全市連230-16 サイカチ木材㈱ 愛知県 愛知
2876 全市連 全市連230-17 ㈱丸藤 愛知県 愛知
2877 全買連 全買連10 （有）黒田材木店 愛知県 名古屋市中川区山王一丁目9番22号

2878 全買連 全買連31 （有）山太製材所 愛知県 新城市副川字塚島58
2879 全買連 全買連34 （株）山幸材木店 愛知県 新城市長篠字西野野3
2880 全買連 全買連42 ひかり木材（株） 愛知県 名古屋市瑞穂区桃園町3番23号

2881 全買連 全買連49 （有）内山製材所 愛知県 新城市下吉田字岡38
2882 全買連 全買連63 （株）ヤマセイ 愛知県 岡崎市上三ﾂ木町字清口8番地
2883 日本複合床板 2 （株）イクタ 愛知県 瀬戸市坊金町117 0561-85-2461
2884 日本複合床板 6 東洋プライウッド（株） 愛知県 名古屋市中区錦3-10-33錦SISビル 052-205-8472

2885 日本複合床板 12 ユアサ建材工業(株) 愛知県 高浜市新田町3-1-3 0566-53-2663
2886 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 7 中部フロ-リング(株) 愛知県 名古屋市西区こも原町182 052-503-1626
2887 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 9 名古屋木材(株) 愛知県 名古屋市中川山王2-6-41 052-321-1526
2888 日合連 JPMA06-301 ㈱浅井合板工場 愛知県 弥富市竹田3丁目228番地

2889 日合連 JPMA06-302 三興プライウッド㈱蒲郡工場 愛知県 蒲郡市拾石町前浜52番地
2890 日合連 JPMA06-303 中部ダイケンプロダクツ㈱名古

屋工場
愛知県 名古屋市中川区清川町6-1

2891 日合連 JPMA06-304 宇佐見合板㈱ 愛知県 名古屋市中川区西中島2丁目111番地

2892 日集協 10 片桐銘木工業㈱ 愛知県 名古屋市中川区山王3-11-23 052-331-9281
2893 日集協 30 尾州木材工業㈱ 愛知県 春日井市下条町字森下716 0568-81-1711
2894 日集協 45 服部産業㈱ 愛知県 海部郡飛島村木場1-15 05675-5-0881
2895 日集協 73 ㈱ツツイ 愛知県 豊橋市城下町神殿60-18 0532-23-5211

2896 日集協 75 マルナカウッド㈱ 愛知県 豊橋市牟呂町字内田43 0532-31-1128
2897 日集協 76 太陽木材工業㈱ 愛知県 豊田市平戸橋町馬場瀬19-1 0565-45-3311
2898 愛知県木連 愛知県木連第16-

001号
片桐銘木工業㈱蟹江工場 愛知県 海部郡蟹江町大字長割124 0567-95-3388

2899 愛知県木連 愛知県木連第16-
002号

片桐銘木工業㈱愛西工場 愛知県 愛西市東條町平城1 0567-32-1862

2900 愛知県木連 愛知県木連第10-
001号

㈱山二製材所 愛知県 中川区尾頭橋通り1-25 052-331-4251

2901 愛知県木連 愛知県木連第16-
003号

㈱山二製材所西部工場 愛知県 弥富市楠2-35 0567-68-2113

2902 愛知県木連 愛知県木連第16-
004号

丸美産業㈱ 愛知県 海部郡飛島村1-32 0567-55-0161

2903 愛知県木連 愛知県木連第16-
005号

愛知木材㈱名古屋営業所 愛知県 弥富市楠1-124 0567-68-5721

2904 愛知県木連 愛知県木連第16-
006号

天幸木材㈱ 愛知県 海部郡飛島村2-8 0567-55-0734

2905 愛知県木連 愛知県木連第10-
002号

川村特殊合板㈱ 愛知県 瑞穂区内浜町28-7 052-811-3126

2906 愛知県木連 愛知県木連第16-
007号

川村特殊合板㈱弥富工場 愛知県 弥富市狐池1-99 0567-68-4857
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2907 愛知県木連 愛知県木連第10-
003号

名古屋国有林材協同組合 愛知県 中川区山王1-4-12 052-321-7902

2908 愛知県木連 愛知県木連第16-
008号

材摠木材㈱西部総合事務所 愛知県 海部郡飛島村1-25 0567-55-2238

2909 愛知県木連 愛知県木連第16-
009号

名古屋木材㈱西部事業所 愛知県 海部郡飛島村1-31 0567-55-1743

2910 愛知県木連 愛知県木連第16-
010号

山富木材㈱ 愛知県 弥富市楠2-30 05676-8-1338

2911 愛知県木連 愛知県木連第16-
011号

㈱カジウラ 愛知県 弥富市楠2-36 0567-68-2411

2912 愛知県木連 愛知県木連第16-
012号

江口木材㈱西部営業所 愛知県 海部郡飛島村1-16 0567-55-0331

2913 愛知県木連 愛知県木連第16-
013号

上地木材㈱西部事務所 愛知県 海部郡飛島村1-71 0567-57-2361

2914 愛知県木連 愛知県木連第10-
004号

下谷木材㈱ 愛知県 中川区山王3-16-13 052-321-2775

2915 愛知県木連 愛知県木連第10-
005号

不二木材工業㈱ 愛知県 熱田区大宝4-1-11 052-681-6566

2916 愛知県木連 愛知県木連第17-
001号

㈱北浦木材工業所 愛知県 半田市州の埼2-102 0569-28-0277

2917 愛知県木連 愛知県木連第18-
001号

㈱大万 愛知県 額田郡幸田町大草字羽根4 0564-62-0128

2918 愛知県木連 愛知県木連第19-
001号

㈱ウッディシステム 愛知県 豊川市南大通5-41-1 0533-83-3011

2919 愛知県木連 愛知県木連第22-
001号

三河材流通加工事業協同組合 愛知県 新城市富岡字東門沢90 0536-24-5050

2920 愛知県木連 愛知県木連第16-
014号

㈱コンサルト 愛知県 弥富市五斗山4-103-1 0567-56-5885

2921 愛知県木連 愛知県木連第16-
015号

㈱コンサルト三好物流倉庫 愛知県 弥富市三好町2-5 0567-68-5281

2922 愛知県木連 愛知県木連第16-
016号

知多木材㈱ 愛知県 海部郡飛島村木場2-104 0567-55-2171

2923 愛知県木連 愛知県木連第16-
017号

山か木材（有） 愛知県 愛西市落合町下通709-8 0567-32-3303

2924 愛知県木連 愛知県木連第16-
018号

（有）名古屋ランバー 愛知県 弥富市楠2-23 0567-68-5261

2925 愛知県木連 愛知県木連第19-
002号

鈴木木材 愛知県 豊橋市三ッ相町151 0532-31-0257

2926 愛知県木連 愛知県木連第16-
019号

㈱スズキ 愛知県 愛西市大野町郷裏36 0567-31-1145

2927 愛知県木連 愛知県木連第15-
001号

桑原木材㈱ 愛知県 犬山市大字羽黒字八幡西1 0568-67-5111

2928 愛知県木連 愛知県木連第10-
006号

㈱長谷川商店 愛知県 中区松原3-9-1 052-322-5701

2929 愛知県木連 愛知県木連第16-
020号

㈱長谷川商店 愛知県 弥富市楠1-83 052-322-5701

2930 愛知県森連 愛森合認第1号 設楽町森林組合 愛知県 北設楽郡設楽町小松字横吹32 0536-62-0112
2931 愛知県森連 愛森合認第2号 津具森林組合 愛知県 北設楽郡設楽町津具字見出24-21 0536-83-2051
2932 愛知県森連 愛森合認第3号 豊根村森林組合 愛知県 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平3 0536-85-1014

2933 愛知県森連 愛森合認第4号 東栄町森林組合 愛知県 北設楽郡東栄町大字本郷字南万場14-1 0536-76-0531
2934 愛知県森連 愛森合認第5号 豊田森林組合 愛知県 豊田市足助町横枕3-1 0565-62-1616
2935 愛知県森連 愛森合認第6号 額田町森林組合 愛知県 岡崎市明見町字田代9-1 0564-83-2344

2936 愛知県森連 愛森合認第7号 新城森林組合 愛知県 新城市長篠字下り筬69 0536-32-0108
2937 日合商 中部日本-0017 三重美建㈱ 三重県 鈴鹿市西条四丁目4番地
2938 表示推進協 231401 ㈱オオコ-チ 三重県 松阪市大黒田町472 0598-26-1551
2939 表示推進協 239002 「三重の木」利用推進協議会 三重県 津市桜橋通り1-104県木連内 059-228-4715

2940 表示推進協 231003 ㈱西村木材店 三重県 松阪市郷津町186 0598-51-2761
2941 全森連 全森合認24号 三重県森林組合連合会 三重県 津市桜橋1-104 059-227-7355
2942 三重県木連 三重県木連第

061001号
㈱丸加商店 三重県 四日市市楠町小倉1819-2 059-397-3251

2943 三重県木連 三重県木連第
061002号

四日市木材市場㈱ 三重県 四日市市日永一丁目2番2号 059-345-2431

2944 三重県木連 三重県木連第
061003号

㈲江川材木店 三重県 四日市市尾平町1656 059-331-2628

2945 三重県木連 三重県木連第
065004号

一力製材㈲ 三重県 名張市東町1772番地の1 0595-63-0309

2946 三重県木連 三重県木連第
061005号

川村木材工業㈱ 三重県 四日市市陶栄町3番1号 059-331-1281

2947 三重県木連 三重県木連第
065006号

伊賀プレカット協同組合 三重県 名張市黒田1428番地の2 0595-63-0161

2948 三重県木連 三重県木連第
065007号

名和木材協同組合 三重県 名張市黒田1421番地の1 0595-63-0096

2949 三重県木連 三重県木連第
063008号

ウッドピア市売協同組合 三重県 松阪市木の郷町11番地 0598-20-2211

2950 三重県木連 三重県木連第
067009号

和田木材商会 三重県 熊野市大泊町20番地 0597-85-2848

2951 三重県木連 三重県木連第
061010号

㈲佐藤製材工場 三重県 四日市市昌栄町3-3 059-351-1766

2952 三重県木連 三重県木連第
067011号

㈲福田製材 三重県 熊野市飛鳥町神山863番地 0597-84-0343

2953 三重県木連 三重県木連第
067012号

吉田製材所 三重県 南牟婁郡紀宝町鮒田1148 0735-22-3510

2954 三重県木連 三重県木連第
061013号

安田木材㈲ 三重県 亀山市加太市場1675 0595-98-0023

2955 三重県木連 三重県木連第
063014号

㈱オオコ-チ 三重県 松阪市大黒田町472番地 0598-26-1551

2956 三重県木連 三重県木連第
067015号

野地木材工業㈱ 三重県 熊野市井戸町4185-18 0597-85-2485
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2957 三重県木連 三重県木連第
063016号

㈱西村木材店 三重県 松阪市郷津町186番地 0598-51-2761

2958 三重県木連 三重県木連第
063017号

中川林業㈱ 三重県 松阪市久保田町208 0598-51-6602

2959 三重県木連 三重県木連第
063018号

㈱山甚 三重県 松阪市飯南町粥見4880番地 0598-32-2150

2960 三重県木連 三重県木連第
063019号

増田製材所 三重県 松阪市西黒部町534の13 0598-51-4055

2961 三重県木連 三重県木連第
061020号

㈲大兵材木店 三重県 いなべ市藤原町大貝戸1562番地 0594-46-2020

2962 三重県木連 三重県木連第
067021号

ヒガシ製材所 三重県 熊野市有馬町1541 0597-89-2322

2963 三重県木連 三重県木連第
062022号

丸栄木材㈱ 三重県 津市安東町328番地 059-226-3211

2964 三重県木連 三重県木連第
062023号

㈱丸一木材センタ- 三重県 津市一志町田尻鎌田52番 059-293-0094

2965 三重県木連 三重県木連第
063024号

松阪木材㈱ 三重県 松阪市木の郷町21番地 0598-20-2323

2966 三重県木連 三重県木連第
063025号

丸紅ランバ-㈱紅陽事業所 三重県 松阪市上川町2739-63 0598-28-2441

2967 三重県木連 三重県木連第
063026号

森上木材 三重県 松阪市辻原町256 0598-36-0101

2968 三重県木連 三重県木連第
063027号

北出木材㈲ 三重県 松阪市大津町1530 0598-51-2588

2969 三重県木連 三重県木連第
063028号

珍田木材㈲ 三重県 松阪市大宮田町436番地 0598-51-4694

2970 三重県木連 三重県木連第
064029号

森田産業㈱ 三重県 志摩市阿児町鵜方1379-3 0599-43-1657

2971 三重県木連 三重県木連第
066030号

㈱尾鷲木材市場 三重県 尾鷲市矢浜四丁目3番12号 0597-22-2613

2972 三重県木連 三重県木連第
066031号

泉林業㈲ 三重県 北牟婁郡紀北町海山区相賀404-3 0597-32-0104

2973 三重県木連 三重県木連第
066032号

ヨ植村材木店 三重県 北牟婁郡紀北町海山区相賀143-41 0597-32-0226

2974 三重県木連 三重県木連第
066033号

タ塩崎商店 三重県 北牟婁郡紀北町海山区相賀689-1 0597-32-0613

2975 三重県木連 三重県木連第
067034号

和憲木材 三重県 熊野市飛鳥町佐渡252-1 0597-84-0654

2976 三重県木連 三重県木連第
067035号

協和木材店 三重県 熊野市飛鳥町佐渡195-2 0597-84-0328

2977 三重県木連 三重県木連第
067036号

㈱小山木材店 三重県 南牟婁郡御浜町志原1815-1 05979-2-0018

2978 三重県木連 三重県木連第
063037号

㈲丸天木材市場 三重県 多気郡大台町下三瀬528-1 0598-82-1533

2979 三重県木連 三重県木連第
061038号

関チップ工業㈱ 三重県 亀山市関町新所894番地 0595-96-0037

2980 三重県木連 三重県木連第
061039号

㈱東海製材 三重県 四日市市ときわ5丁目5-45 059-352-3737

2981 三重県木連 三重県木連第
067040号

浜口製材 三重県 南牟婁郡御浜町阿田和 05979-2-2070

2982 三重県木連 三重県木連第
063041号

㈲大原木材 三重県 多気郡大台町大井456-2 0598-77-2321

2983 三重県木連 三重県木連第
061042号

㈱津一志木材市場 三重県 四日市市大治田三丁目6番12号 059-345-1337

2984 三重県木連 三重県木連第
061043号

㈲勝川木材 三重県 三重郡菰野町杉谷2365番地の18 0593-96-2481

2985 三重県木連 三重県木連第
061044号

㈲諸岡製材 三重県 三重郡菰野町菰野1170番地の3 0593-93-2050

2986 三重県木連 三重県木連第
062045号

紀平木材㈲ 三重県 津市安濃町川西1384番地の1 059-268-3188

2987 三重県木連 三重県木連第
062046号

㈲美杉木材市場 三重県 津市美杉町八知5412番地 059-272-1166

2988 三重県木連 三重県木連第
063047号

川上木材㈲ 三重県 松阪市大黒田町608番地 0598-21-2062

2989 三重県木連 三重県木連第
063048号

ウッドピア流通検査協同組合 三重県 松阪市木の郷町7番地 0598-20-2266

2990 三重県木連 三重県木連第
063049号

島岡林業㈲ 三重県 松阪市嬉野八田町649番地5 0598-42-6003

2991 三重県木連 三重県木連第
063050号

㈱ランバ-クリエイト嬉野 三重県 松阪市嬉野八田町649番地の2 0598-42-6714

2992 三重県木連 三重県木連第
063051号

小牧木材㈱ 三重県 多気郡大台町栃原941番地の2 0598-85-0058

2993 三重県木連 三重県木連第
063052号

山青木材㈲ 三重県 松阪市上川町2739番地の12 0598-28-2416

2994 三重県木連 三重県木連第
065053号

富田木材㈱ 三重県 伊賀市平野中川原560-8 0595-23-4588

2995 三重県木連 三重県木連第
066054号

楠製材 三重県 尾鷲市林町9番37号 0597-22-1473

2996 三重県木連 三重県木連第
066055号

クスウシ商店 三重県 尾鷲市中村町9-22 0597-22-0041

2997 三重県木連 三重県木連第
066056号

福西木材 三重県 尾鷲市栄町8番3号 0597-22-0590

2998 三重県木連 三重県木連第
066057号

㈲北村木材店 三重県 尾鷲市矢浜2丁目10-10 0597-22-5712

2999 三重県木連 三重県木連第
066058号

カ田中製材所 三重県 尾鷲市桂ヶ丘1364-1 0597-22-1856

3000 三重県木連 三重県木連第
062059号

日建産業㈱ 三重県 津市大倉19番1号 0598-35-0632
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3001 三重県木連 三重県木連第
063060号

小坂材木店 三重県 松阪市西黒部町郷ヶ淵534-2 0598-51-4053

3002 三重県木連 三重県木連第
063061号

宮川流通㈱ 三重県 多気郡大台町上菅585-4 0598-83-3933

3003 三重県木連 三重県木連第
064062号

㈲梅田林業 三重県 度会郡大紀町野原250 0598-85-0076

3004 三重県木連 三重県木連第
063063号

大林製材所 三重県 松阪市飯南町粥見2819-2 0598-32-3363

3005 三重県木連 三重県木連第
063064号

㈱丸三材木店 三重県 松阪市大黒田町818番地 0598-28-2318

3006 三重県木連 三重県木連第
063065号

喜青木材木店 三重県 松阪市飯南町粥見1167 0598-32-2545

3007 三重県木連 三重県木連第
063066号

グリ-ンウッドタクミ協同組合 三重県 松阪市木の郷町12 0598-20-2233

3008 三重県木連 三重県木連第
063067号

ウッドピア松阪協同組合 三重県 松阪市木の郷町1番地 0598-20-2300

3009 三重県木連 三重県木連第
061068号

鈴鹿木材㈱ 三重県 鈴鹿市徳居町46番地の2 059-372-2808

3010 三重県木連 三重県木連第
062069号

㈱津木材産業 三重県 津市高茶屋小森上野町2824-8 059-234-2261

3011 三重県木連 三重県木連第
063070号

松阪地区木材協同組合 三重県 松阪市木の郷町18番地 0598-60-2222

3012 三重県木連 三重県木連第
063071号

㈱ウッドピア21 三重県 松阪市木の郷町21番地 0598-20-1122

3013 三重県木連 三重県木連第
065072号

名張木材協同組合 三重県 名張市黒田1416番地の1 0595-63-0161

3014 三重県木連 三重県木連第
067073号

熊野原木市場協同組合 三重県 熊野市飛鳥町小阪1001番地 0597-84-0888

3015 三重県木連 三重県木連第
063074号

㈱田上材木店 三重県 松阪市上川町2739番地の14 0598-28-2461

3016 三重県木連 三重県木連第
065075号

伊山市売木材㈱ 三重県 伊賀市四十九町2268-1 0595-21-0139

3017 三重県木連 三重県木連第
065076号

マルタピア協業組合 三重県 伊賀市北山1560番地 0595-52-3131

3018 三重県木連 三重県木連第
064077号

㈱ヨシモク 三重県 伊勢市下野町517-4 0596-36-3636

3019 三重県木連 三重県木連第
063078号

㈲雲出木材センタ- 三重県 松阪市嬉野小村町558 0598-42-6969

3020 三重県木連 三重県木連第
067079号

前田商行㈱ 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿459番地の1 0735-32-0985

3021 三重県木連 三重県木連第
063080号

㈱宮川林業 三重県 多気郡大台町佐原157-6 0598-82-1129

3022 三重県木連 三重県木連第
067081号

紀和製材㈱ 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿2227 0735-32-1138

3023 三重県木連 三重県木連第
067082号

千代田木材 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿2227 0735-32-0111

3024 三重県木連 三重県木連第
065083号

津田木材 三重県 伊賀市枅川251 0595-37-0508

3025 三重県木連 三重県木連第
065084号

大西製材所 三重県 伊賀市比自岐154 0595-37-0485

3026 三重県木連 三重県木連第
065085号

岡本林業 三重県 伊賀市一之宮132-2 0595-23-3379

3027 三重県木連 三重県木連第
065086号

中島林業㈲ 三重県 伊賀市柘植町2173番地 0595-45-2046

3028 三重県木連 三重県木連第
065087号

石橋太吉商店 三重県 伊賀市上野茅町2688-3 0595-23-0319

3029 三重県木連 三重県木連第
065088号

㈲南製材所 三重県 伊賀市四十九町2372 0595-23-0008

3030 三重県木連 三重県木連第
065089号

マルソ-上田木材㈱ 三重県 伊賀市大野木1408番地 0595-21-2408

3031 三重県木連 三重県木連第
065090号

山田林材㈲ 三重県 伊賀市畑村868番地 0595-47-0008

3032 三重県木連 三重県木連第
065091号

竹森製材所 三重県 伊賀市中村5番地の3 0595-47-0048

3033 三重県木連 三重県木連第
065092号

㈱辻本ウッドワ-ク 三重県 名張市結馬16 0595-63-3121

3034 三重県木連 三重県木連第
067093号

青木木材合資会社 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿1553-7 0735-32-0031

3035 三重県木連 三重県木連第
067094号

紀南木材加工協同組合 三重県 南牟婁郡紀宝町鮒田315-1 0735-23-9560

3036 三重県木連 三重県木連第
067095号

㈲内水商店 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿2227-4 0735-32-0016

3037 三重県木連 三重県木連第
063096号

㈱竹中商店松阪出張所 三重県 多気郡多気町色太557 0598-49-3190

3038 三重県木連 三重県木連第
063097号

㈱ミヤックス松阪営業所 三重県 松阪市幸生町1335-6 0598-51-5544

3039 三重県木連 三重県木連第
067098号

協和木材工業㈱ 三重県 南牟婁郡紀宝町井田1146 0735-32-2070

3040 三重県木連 三重県木連第
066099号

㈲藤村製材所 三重県 北牟婁郡紀北町海山区相賀143-31 0597-32-2623

3041 三重県木連 三重県木連第
067100号

花尻木材 三重県 熊野市飛鳥町小阪680 0597-84-0100

3042 三重県木連 三重県木連第
067101号

㊥木材 三重県 南牟婁郡紀宝町鵜殿781-3 0735-32-0138

3043 三重県木連 三重県木連第
063102号

小津木材㈲ 三重県 松阪市茶与町235 0598-21-0234

3044 三重県森連 三森合認1号 鈴鹿森林組合 三重県 亀山市加太板屋4622-1 05959-8-0010

3045 三重県森連 三森合認2号 中勢森林組合 三重県 津市白山町南家城915-1 059-262-3020
3046 三重県森連 三森合認3号 松阪飯南森林組合 三重県 松阪市飯南町粥見5725-3 0598-32-3516
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3047 三重県森連 三森合認4号 宮川森林組合 三重県 多気郡大台町江馬316 0598-76-0135
3048 三重県森連 三森合認5号 大紀森林組合 三重県 度会郡大紀町崎寺道239-2 0598-74-0224
3049 三重県森連 三森合認6号 いせしま森林組合 三重県 度会郡度会町大野木2756-1 0596-62-0018

3050 三重県森連 三森合認7号 伊賀森林組合 三重県 伊賀市ゆめが丘7-7-1 0595-24-4884
3051 三重県森連 三森合認8号 森林組合おわせ 三重県 北牟婁郡紀北町海山区便ノ山200 05973-2-0275
3052 三重県森連 三森合認9号 熊野市森林組合 三重県 熊野市井戸町349-1 05978-9-5791
3053 三重県森連 三森合認10号 紀南森林組合 三重県 熊野市紀和町板屋81 05979-7-0059

3054 三重県森連 三森合認11号 菰野生産森林組合 三重県 三重郡菰野町大字菰野8348-5 0593-93-2054
3055 表示推進協 241001 長谷川林材㈱ 滋賀県 彦根市京町1丁目1-4 0749-23-1011
3056 全森連 全森合認25号 滋賀県森林組合連合会 滋賀県 大津市におの浜4-1-20 077-522-4658

3057 全市連 全市連250-01 ナイス㈱滋賀木材営業所 滋賀県 滋賀
3058 全市連 全市連250-02 ナイスプレカット㈱滋賀工場 滋賀県 滋賀
3059 全市連 全市連250-03 ㈱ミヤックス 滋賀県 滋賀
3060 兵庫県木連 兵庫県木連第1号-

5
㈱名田商店滋賀営業所 滋賀県 野洲郡野洲町南桜156ナイス滋賀市場内 077-586-2216

3061 日合商 関西-0003 丸武木材㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京右馬寮町13番地の2
3062 日合商 関西-0004 平安建材㈱ 京都府 京都市右京区西京極北庄境町27ノ1
3063 日合商 関西-0005 半井建材㈱ 京都府 京都市下京区御幸町通五条上る安土町638番地

3064 日合商 関西-0022 ㈱京集 京都府 京都市南区吉祥院嶋樫山町41
3065 日合商 関西-0023 ナイスザイコ-㈱ 京都府 京都市南区西九条森本町85番地
3066 日合商 関西-0025 美濃清商工㈱ 京都府 京都市南区吉祥院嶋樫山町35
3067 日合商 関西-0026 まるふく産商㈱ 京都府 京丹後市網野町網野747

3068 日合商 関西-0037 ㈱京利ベニヤ商会 京都府 京都市中京区西ノ京原町103
3069 日合商 関西-0039 集建産業㈱ 京都府 京都市右京区西京極畔勝町15番地
3070 日合商 関西-0042 ㈱京都建材 京都府 京都市中京区西ノ京北聖町1番地
3071 日合商 関西-0044 高取㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京北聖町3番地

3072 日合商 関西-0053 ㈱丸英ベニヤ 京都府 京都市下京区中堂寺坊城町28の7
3073 NPC ＮＰＣ（認）第

0009号
丸玉産業㈱舞鶴工場 京都府 舞鶴市字平1157

3074 表示推進協 251401 ㈱藤田商店 京都府 綾部市下八田町堂ノ下7番地 0773-42-6033
3075 表示推進協 254002 ホリモク㈱ 京都府 城陽市市辺五島84-2 0774-52-0032
3076 全森連 全森合認26号 京都府森林組合連合会 京都府 京都市中京区西ノ京樋ノ口町123 075-841-1030
3077 日本複合床板 11 丸玉産業(株)舞鶴工場 京都府 舞鶴市字平1157 0773-68-0201

3078 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 4 協栄木材(株) 京都府 京都市右京区梅ケ畑中縄手14-13 075-881-2267
3079 日合連 JPMA06-401 林ベニヤ産業㈱舞鶴工場 京都府 舞鶴市大字平字嶋崎1000番地
3080 日集協 65 北山銘木㈱ 京都府 京都市上京区千本通五辻上ル 075-463-0121
3081 京都府木連 18京木連第1号 辻井木材㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京南聖町13番地 075-841-4386

3082 京都府木連 18京木連第2号 辻井木材市売㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京南聖町13番地 075-841-4386
3083 京都府木連 18京木連第3号 辻井ホ-ムデポ㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京南聖町13番地 075-931-4810
3084 京都府木連 18京木連第4号 田中木材㈱ 京都府 京都市中京区壬生朱雀町31番地 075-821-0300
3085 京都府木連 18京木連第5号 ㈲高塚製材所 京都府 京都市西京区大原野上里北ノ町921番地 075-331-0064

3086 京都府木連 18京木連第6号 丸信木材工業 京都府 南丹市園部町半田裏上67-2 0771-62-0191
3087 京都府木連 18京木連第7号 京丹木材協同組合 京都府 京丹後市峰山町泉32番地 0772-62-2607
3088 京都府木連 18京木連第8号 ㈱山本製材所 京都府 京丹後市峰山町千歳4番地 0772-62-0600
3089 京都府木連 18京木連第9号 辻井木材センタ-㈱ 京都府 京都市中京区西ノ京東月光町1の9 075-841-8455

3090 京都府木連 18京木連第10号 ㈲森製材所 京都府 京丹後市峰山町管41 0772-62-0317
3091 京都府木連 18京木連第11号 ㈱丸玉 京都府 向日市森本町高田14-4 075-933-1181
3092 京都府木連 18京木連第12号 ㈱岡利 京都府 京都市中京区東洞院丸太町下る三本木町443番

地
075-252-3131

3093 京都府木連 18京木連第13号 ㈲塩恵商店 京都府 南丹市日吉町保野田金堀拾番地 0771-72-0001
3094 京都府木連 18京木連第14号 ㈱中徳木材 京都府 宇治市槇島町薗場27番地 0774-22-4500
3095 京都府木連 18京木連第15号 ㈱竹内木材 京都府 京都市西京区大原野南春日町235 075-331-3310

3096 京都府木連 18京木連第16号 今西木材工業 京都府 綴喜郡宇治田原町南堂山69-2 0774-88-5288
3097 京都府木連 18京木連第17号 ㈲齊藤木材 京都府 京都市西京区大原野北春日町827-1 075-331-0808
3098 京都府木連 18京木連第18号 稲垣木材㈱ 京都府 京都市伏見区舞台町44 075-621-3138
3099 京都府木連 18京木連第19号 杉原製材㈱ 京都府 京都市右京区嵯峨明星町一番地 075-881-5500

3100 京都府木連 18京木連第20号 ㈲八木商店 京都府 京都市右京区嵯峨五島町1番地12 075-871-8786
3101 京都府木連 18京木連第21号 ㈱三条小利 京都府 京都市中京区壬生神明町1番地の263 075-821-0021
3102 京都府木連 18京木連第22号 槙島木材㈱ 京都府 宇治市槙島町24-1 0774-23-4300
3103 京都府木連 18京木連第23号 大成工業㈱ 京都府 綾部市多田町松浦5番地 0773-43-0222

3104 島根県木協 18島木協第2号-7 山陰丸和林業㈱宮津事業所 京都府 与謝郡与謝野町石川932 0772-42-6531
3105 京都府森連 京都木材加工センター 京都府 綾部市鍛冶屋町大谷1-1 0773-47-5028
3106 日合商 関西-0001 ㈱久我 大阪府 大阪市西区北堀江2丁目2番25号
3107 日合商 関西-0002 ㈱紅中 大阪府 大阪市浪速区幸町3丁目5番24号

3108 日合商 関西-0006 菊水㈱ 大阪府 大阪市西区北堀江1丁目22番19号
3109 日合商 関西-0009 丸幸㈱ 大阪府 大阪市住吉区南住吉2丁目1番4号
3110 日合商 関西-0010 ㈱ディ-ワン 大阪府 大阪市西区土佐堀1丁目1番2号
3111 日合商 関西-0011 山三木材㈱ 大阪府 大阪市西区北堀江1丁目21番24号

3112 日合商 関西-0015 角野産業㈱ 大阪府 堺市堺区出島海岸通四丁五番二九号
3113 日合商 関西-0017 大阪木化工業㈱ 大阪府 大阪市都島区内代町2丁目15番34号
3114 日合商 関西-0018 石井商事㈱ 大阪府 大阪市天王寺区上之宮町1-15
3115 日合商 関西-0020 ㈱アラセ 大阪府 松原市丹南5丁目4-3

3116 日合商 関西-0024 太田ベニヤ㈱ 大阪府 大阪市浪速区桜川1丁目7番3号
3117 日合商 関西-0028 ㈱イナバ 大阪府 東大阪市御厨6丁目2番31号
3118 日合商 関西-0030 井田商事㈱ 大阪府 大阪市浪速区桜川1丁目1番2号

3119 日合商 関西-0032 成瀬特殊木材㈱ 大阪府 堺市美原区木材通4丁目13番1号
3120 日合商 関西-0033 ㈱山王 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2丁目11番8号
3121 日合商 関西-0034 クトク建材㈱ 大阪府 大阪市浪速区幸町2-5-3
3122 日合商 関西-0036 クトク産業㈱ 大阪府 大阪市浪速区幸町2-5-3

3123 日合商 関西-0038 奥西ベニヤ㈱ 大阪府 大阪市西成区南津守6丁目7番40号
3124 日合商 関西-0040 イヌイ㈱ 大阪府 大阪市中央区道修町2-2-5
3125 日合商 関西-0041 ㈱アサノ 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-12-13
3126 日合商 関西-0043 北恵㈱ 大阪府 大阪市中央区南本町3丁目6番14号イトウビル

3127 日合商 関西-0045 ㈱丸五木材 大阪府 大阪市西区北堀江一丁目八番一二号
3128 日合商 関西-0046 ㈱大五 大阪府 大阪市浪速区幸町2丁目5番5号
3129 日合商 関西-0047 マルコマ㈱ 大阪府 大阪市西区南堀江2丁目2番6号
3130 日合商 関西-0050 坂本商事㈱ 大阪府 堺市浜寺元町4丁478番2号

3131 日合商 関西-0052 テツイ建販㈲ 大阪府 大阪市住吉区苅田9丁目5-15-303
3132 日合商 関西-0054 三和合板㈱ 大阪府 大阪市西成区岸里東1丁目5番16号
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3133 日合商 関西-0055 日鹿合板㈱ 大阪府 摂津市鳥飼銘木町17番13号
3134 NPC ＮＰＣ（認）第

0010号
㈱クトクコ-ポレ-ション岸和田
工場

大阪府 岸和田市木材町9番地の3

3135 全銘連 全銘連（大阪）第
1号

大阪銘木協同組合 大阪府 摂津市鳥飼銘木町20番地40号

3136 日木輸 輸入協-004 ㈱アサノ 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-12-13
3137 表示推進協 269001 越井木材工業㈱ 大阪府 大阪市住之江区平林北1丁目2番158号 03-6685-2061

3138 表示推進協 261402 ㈱服部商店 大阪府 岸和田市木材町16-1 0724-38-0173
3139 表示推進協 264003 ㈱山王 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8-515 06-6681-2321
3140 表示推進協 264903 ナカザワ建販㈱ 大阪府 岸和田市額原町180番地 0724-41-3580

3141 表示推進協 266005 ホクシン㈱ 大阪府 岸和田市木材町17番地2 0724-38-0141
3142 全天連 全天連第002号 澤田銘木合板（株） 大阪府 大阪市住之江区平林北2-8-73 06(6681)0918
3143 全天連 全天連第003号 （有）松田商店 大阪府 大阪市住吉区長居東4-9-14 072(361)5380
3144 全天連 全天連第004号 （株）平和單版製作所 大阪府 大阪市西成区北津守4-4-19 06(6561)6548

3145 全天連 全天連第005号 安多化粧合板（株） 大阪府 八尾市太田新町7-163 072(949)5380
3146 全天連 全天連第006号 （有）美原突板 大阪府 堺市美原区木材通1-1-54 072(362)0214
3147 全天連 全天連第007号 （株）片山商会 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋3-2-18 06(6681)3371
3148 全天連 全天連第008号 （有）進和工芸 大阪府 松原市小川6-4-25 072(337)2848

3149 全天連 全天連第009号 （株）ハマヤ 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2-3-25 06(6685)7661
3150 全天連 全天連第011号 （株）清水化粧合板 大阪府 堺市美原町阿弥435-1 072(362)6368
3151 全天連 全天連第012号 （株）伊藤化粧ベニヤ製作所 大阪府 松原市天美北5-13-11 072(331)3903
3152 全天連 全天連第013号 東野商店 大阪府 大阪市西成区長橋1-10-22 06(6649)1141

3153 全天連 全天連第014号 長吉産業（有） 大阪府 八尾市北木の本4-53-6 072(925)1871
3154 全天連 全天連第015号 大阪単板工業（株） 大阪府 堺市美原区木材通4-2-8 072(361)2901
3155 全天連 全天連第016号 （株）コイケ 大阪府 堺市美原区木材通4-2-8 072(361)6282
3156 全天連 全天連第017号 関西銘木單板（有） 大阪府 堺市身は楽木材痛1-5-15 072(361)3134

3157 全天連 全天連第018号 コスギ化粧合板 大阪府 大阪市住之江区南加賀屋3-4-1 06(6682)0347
3158 全天連 全天連第019号 (株)シンエイ 大阪府 富田林市別井186 072(125)5160
3159 全天連 全天連第020号 （有）木曽商店 大阪府 南河内郡千早赤阪村小吹21 072(172)1401

3160 全天連 全天連第024号 上進化粧合板 大阪府 堺市東区草尾704 072(237)7664
3161 全天連 全天連第029号 大三特殊合板（株） 大阪府 大阪市住之江区平林南2-4-68 06(6685)1220
3162 全天連 全天連第046号 （株）万代商事 大阪府 松原市阿保2-309-1 072(335)0014
3163 全天連 全天連第064号 マルヤス化粧合板製作所 大阪府 大阪市東住吉区今川8-9-19 06(6797)1125

3164 全天連 全天連第078号 （株）菱川 大阪府 八尾市太田新町8丁目161番地 072(949)0622
3165 全天連 全天連第083号 （株）ダイケン單板 大阪府 大阪市大正区小林西2-14-32 06(6551)2658
3166 全天連 全天連第088号 大平林業（株） 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋2-11-8 072(362)2561
3167 全天連 全天連第091号 恩加島木材工業（株） 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋3-5-11 06(6681)0541

3168 全天連 全天連第096号 （株）樹望21 大阪府 岸和田市新港町13-5 0724(32)0021
3169 全天連 全天連第110号 山口化粧合板（株） 大阪府 堺市北区中村町621 072(252)0677
3170 全天連 全天連第111号 （株）カネキ 大阪府 堺市美原区木材通4-6-5 072(362)5664
3171 全市連 全市連270-01 ㈱関西木材市場 大阪府 大阪

3172 全買連 全買連7 （有）加藤商店 大阪府 堺市北区中村町95-1
3173 全買連 全買連11 （株）浪忠 大阪府 大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1丁目2番16号
3174 全買連 全買連13 港木材（株） 大阪府 大阪市城東区放出西3-8-14
3175 全買連 全買連17 堀田木材住宅（有） 大阪府 岸和田市三田町739番地の1

3176 全買連 全買連18 雪本木材産業（株） 大阪府 岸和田市磯上町1丁目11-14
3177 全買連 全買連19 西上木材産業（株） 大阪府 岸和田市大町366-1
3178 全買連 全買連20 市原工業 大阪府 貝塚市二色南町5-7
3179 全買連 全買連21 （株）河村商店 大阪府 大阪市西区北堀江3丁目8番20号メルク-ル西長

堀302号

3180 全買連 全買連22 阿部木材（株） 大阪府 大阪市住之江区北島3丁目1ノ52
3181 全買連 全買連23 （株）大重木材店 大阪府 東大阪市菱江1丁目1番28号

3182 全買連 全買連24 大和木材（株） 大阪府 大阪市港区磯路3丁目18番26号
3183 全買連 全買連25 岡榮木材（株） 大阪府 大阪市西区新町3丁目15番6-1208号
3184 全買連 全買連27 有萬木材（株） 大阪府 寝屋川市豊里町15番8号
3185 全買連 全買連28 櫻井工業（株）製材所 大阪府 岸和田市港緑町6番1号

3186 全買連 全買連29 北泉木材（株） 大阪府 堺市中区小坂363
3187 全買連 全買連32 播磨木材（株） 大阪府 大阪市大正区小林西1丁目28番19号
3188 全買連 全買連33 カネア商店 大阪府 大阪市浪速区幸町3丁目3番19号
3189 全買連 全買連35 （株）西尾木材工業所 大阪府 東大阪市中石切町2丁目10-33

3190 全買連 全買連38 松浦木材（株） 大阪府 大阪市西区境川1-3-32
3191 全買連 全買連51 （株）東野材木店 大阪府 大阪市住吉区苅田8丁目7番20号
3192 全買連 全買連52 （株）岡本銘木店 大阪府 吹田市岸部北5丁目32番1号
3193 全買連 全買連53 （株）福谷商会 大阪府 大阪市北区太融寺町一番十七号梅田ｱｽｶﾙﾋﾞ

3194 全買連 全買連54 片岡商店 大阪府 大阪市西区南堀江3丁目11番6号
3195 全買連 全買連56 いたや木材（有） 大阪府 大阪市生野区勝山北3-2-22
3196 全買連 全買連58 藤本材木店 大阪府 東大阪市西堤本通西2丁目6番25号
3197 全買連 全買連64 川音木材（株） 大阪府 大阪市生野区中川西1丁目13-23

3198 全買連 全買連65 （株）桐野江製材所 大阪府 大阪市此花区梅香1丁目1番14号
3199 全買連 全買連67 （有）田中材木店 大阪府 八尾市亀井町2丁目7番11号
3200 日本複合床板 1 朝日ウッドテック（株） 大阪府 大阪市中央区南本町4-5-10 06-6245-9508
3201 日本複合床板 3 永大産業（株） 大阪府 大阪市住之江区平林南2-10-60 06-6684-3011

3202 日本複合床板 4 （株）センエイ 大阪府 岸和田市木材町15-4 0724-37-6081
3203 日本複合床板 5 大建工業（株） 大阪府 大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンサ 06-6452-6040
3204 日本複合床板 13 東亜コルク(株) 大阪府 大東市新田中町5-1 072-872-5691

3205 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 6 (株)大晃 大阪府 河内長野市原町750-3（内垣ビル2階） 0721-54-1464
3206 日集協 51 ㈱長尾 大阪府 大阪市淀川区十三本町2-1-3 06-6301-6421
3207 大阪府木連 大阪府木連1 ㈱西清商店 大阪府 摂津市鳥飼銘木町16-3 072-654-4587
3208 大阪府木連 大阪府木連2 ㈱大阪木材相互市場 大阪府 大阪市港区福崎1-2-1 06-6574-1131

3209 大阪府木連 大阪府木連3 ㈱長堀銘木 大阪府 大阪市浪速区幸町2-5-13 06-6561-2188
3210 大阪府木連 大阪府木連4 ㈱汐見 大阪府 大阪市西区南堀江4-25-D104 06-6575-3930
3211 大阪府木連 大阪府木連5 ㈱吉原商店 大阪府 大阪市住之江区南港東1-2-15 06-6612-3081
3212 大阪府木連 大阪府木連6 越井木材工業㈱ 大阪府 大阪市住之江区平林北1-2-158 06-6685-2061

3213 大阪府木連 大阪府木連7 ㈱山下商店 大阪府 大阪市港区福崎1-2-1 06-6574-1226
3214 大阪府木連 大阪府木連8 久我市売木材㈱ 大阪府 八尾市宮町3丁目4-60 072-998-2731
3215 大阪府木連 大阪府木連9 ㈱大五木材 大阪府 大阪市西区南堀江4丁目7番 06-6531-2136
3216 大阪府木連 大阪府木連10 二上木材㈱ 大阪府 羽曳野市島泉9丁目23-4 072-939-8077

3217 大阪府木連 大阪府木連11 中谷産業㈱ 大阪府 豊中市曽根東町6-12-18 06-6862-0092
3218 大阪府木連 大阪府木連12 汐見木材㈱ 大阪府 大阪市西区南堀江3-16-14 06-6531-3683
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3219 大阪府木連 大阪府木連13 ダイセン産業㈱ 大阪府 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6-1 06-6251-7733
3220 大阪府木連 大阪府木連14 津田産業㈱ 大阪府 大阪市住之江区平林南1丁目8-19 06-6681-1161
3221 大阪府木連 大阪府木連15 北材商事㈱ 大阪府 吹田市江坂町1丁目21-10 06-6385-9231

3222 大阪府木連 大阪府木連16 ㈱前田木材 大阪府 岸和田市新港町3-5 072-438-8855
3223 大阪府木連 大阪府木連17 朝日ウッドテック㈱ 大阪府 大阪市中央区南本町4丁目5-10 06-6245-9504
3224 大阪府木連 大阪府木連18 朝日銘木㈱ 大阪府 泉北郡忠岡町新浜2-2-30 072-438-2685
3225 大阪府木連 大阪府木連19 ㈱森庵允晴商店 大阪府 岸和田市木材町18-1 072-437-2929

3226 兵庫県木連 兵庫県木連第1号-
4

㈱名田商店大阪支店 大阪府 箕面市箕面4-8-70 072-722-5701

3227 日合商 関西-0008 ㈱イケモト 兵庫県 神戸市須磨区高倉町2丁目1番46号

3228 日合商 関西-0014 ㈱宗行 兵庫県 姫路市神屋町五丁目八九番地
3229 日合商 関西-0021 林木材㈱ 兵庫県 神戸市兵庫区湊町2丁目4番1号
3230 日合商 関西-0027 ㈱ハリマック 兵庫県 神戸市中央区琴ノ緒町1丁目3番1号
3231 日合商 関西-0029 ㈱イズミ 兵庫県 加古川市平岡町高畑595番地の17

3232 日合商 関西-0031 ㈱大善ベニヤ商会 兵庫県 神戸市長田区刈藻島町3丁目11-33
3233 日合商 関西-0048 ㈱中塚綜合建材社 兵庫県 姫路市亀山二丁目222番地
3234 日合商 関西-0051 イヌイ建材㈱ 兵庫県 神戸市中央区楠町6丁目2番3号
3235 日木輸 輸入協-036 宝商㈱ 兵庫県 宝塚市中州1-15-2逆瀬川ビル304号

3236 全森連 全森合認28号 兵庫県森林組合連合会 兵庫県 神戸市中央区北長狭通5-5-18 078-341-5082
3237 全買連 全買連9 神戸木材仲買協同組合 兵庫県 神戸市長田区苅藻島町3丁目10-12
3238 全買連 全買連37 （株）谷岡材木店 兵庫県 伊丹市東有岡2丁目48番地
3239 全買連 全買連39 佐藤義木材商店 兵庫県 尼崎市名神町2丁目13-22

3240 全買連 全買連40 （有）田中睦材木店 兵庫県 尼崎市浜2丁目5番2号
3241 全買連 全買連43 （有）今井材木店 兵庫県 尼崎市杭瀬北新町2丁目1番1号
3242 全買連 全買連44 （株）丸長木材商会 兵庫県 尼崎市塚口町2丁目37番地の9
3243 全買連 全買連45 （有）吉田悦造商店 兵庫県 尼崎市東難波町5丁目2番9号

3244 全買連 全買連46 （有）則岡木材 兵庫県 伊丹市南野6丁目1番37
3245 全買連 全買連47 荒木木材（株） 兵庫県 尼崎市名神町3丁目4番23号
3246 全買連 全買連48 大島木材（株） 兵庫県 尼崎市東本町3丁目82

3247 全買連 全買連50 （株）吉克材木店 兵庫県 伊丹市南本町2丁目3番1号
3248 全買連 全買連55 山三木材（有） 兵庫県 南あわじ市賀集八幡53番地の1
3249 全買連 全買連57 黒田木材店 兵庫県 南あわじ市阿万塩屋町729
3250 全買連 全買連59 山口材木店 兵庫県 南あわじ市湊277

3251 全買連 全買連60 （株）オカダ総建木材 兵庫県 淡路市久留麻2234番地
3252 全買連 全買連61 浦瀬商事（合資） 兵庫県 南あわじ市福良甲1330番地
3253 全買連 全買連66 （株）広狩 兵庫県 淡路市中田411番地の2
3254 全買連 全買連69 （株）高部材木店 兵庫県 淡路市郡家148番地2

3255 全買連 全買連70 井上材木店 兵庫県 淡路市浦1187-3
3256 全買連 全買連71 （有）岡田材木店 兵庫県 南あわじ市市十一ヶ所352の1
3257 全買連 全買連72 浅井木材（株） 兵庫県 南あわじ市松帆高屋乙180
3258 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 23 (株)ナカムラ・コ-ポレ-ション 兵庫県 芦屋市朝日ヶ丘町8番7-108 0797-32-5191

3259 日集協 2 ㈱永井半 兵庫県 神戸市東灘区向洋町西6丁目20-2 078-843-5656
3260 プレ協 プレ協第0703-1号 ㈱南商店大久保工場 兵庫県 神戸市西区岩岡町古郷字前山1626ー8
3261 プレ協 プレ協第0703-2号 ㈱南商店三木プレカット工場 兵庫県 三木市別所下石野1428
3262 プレ協 プレ協第0703-3号 ㈱南商店2×4パネル工場 兵庫県 加古郡稲美町加古池ノ内中497-8

3263 兵庫県木連 兵庫県木連第1号 ㈱名田商店本店 兵庫県 神戸市長田区苅藻島町3-3-18 078-652-2311
3264 兵庫県木連 兵庫県木連第1号-

2
㈱名田商店西神戸支店 兵庫県 神戸市西区岩岡町古郷1966 0794-95-0515

3265 兵庫県木連 兵庫県木連第1号-
3

㈱名田商店西宮支店 兵庫県 西宮市鳴尾浜2-8 0798-48-1640

3266 兵庫県木連 兵庫県木連第2号 田中林業 兵庫県 宍粟市波賀町斉木746 0790-75-2441
3267 兵庫県木連 兵庫県木連第3号 丸但木材 兵庫県 丹波市青垣町大名草750-1 0795-87-5153

3268 兵庫県木連 兵庫県木連第4号 ㈱伊藤商店 兵庫県 丹波市春日町中山638 0795-75-0073
3269 兵庫県木連 兵庫県木連第5号 ㈱大成 兵庫県 宍粟市山崎町市場450 0790-62-2356
3270 兵庫県木連 兵庫県木連第6号 ㈱テヅカ 兵庫県 神崎郡神河町中村1042-15 0790-32-0669
3271 兵庫県木連 兵庫県木連第7号 丹佐商事㈱ 兵庫県 丹波市青垣町佐治266 0795-87-0076

3272 兵庫県木連 兵庫県木連第8号 木原木材店 兵庫県 多可郡多可町加美区寺内88 0795-35-0516
3273 兵庫県木連 兵庫県木連第9号 ㈲清水木材 兵庫県 宍粟市波賀町安賀68 0790-75-2118
3274 兵庫県木連 兵庫県木連第10号 ㈱キョウワ 兵庫県 豊岡市江本583 0796-23-1184
3275 兵庫県木連 兵庫県木連第11号 ㈱キョウワ和田山木材市場 兵庫県 朝来市和田山町法道寺400 079-673-2321

3276 島根県木協 18島木協第2号-6 山陰丸和林業㈱市川事業所 兵庫県 神崎郡市川町西田中18-1 0790-26-1111
3277 兵庫県森連 北播磨森林組合 兵庫県 多可郡多可町加美区豊部1922-4 0795-35-1177
3278 兵庫県森連 神崎町森林組合 兵庫県 神崎郡神崎町山田1 0790-32-1068
3279 兵庫県森連 大河内森林組合 兵庫県 神崎郡神崎町寺前251 0790-34-0012

3280 兵庫県森連 新宮町森林組合 兵庫県 たつの市新宮町新宮1048-8 0791-75-0276
3281 兵庫県森連 安富町森林組合 兵庫県 宍粟郡安富町末広1 0790-66-2018
3282 兵庫県森連 宍粟森林組合 兵庫県 宍粟市一宮町安積1011-25 0790-72-1009
3283 兵庫県森連 上郡町森林組合 兵庫県 赤穂郡上郡町大持278（役場第2庁舎内） 07915-2-0980

3284 兵庫県森連 佐用郡森林組合 兵庫県 佐用郡佐用町三日月1110-1 0790-79-2995
3285 兵庫県森連 北但西部森林組合 兵庫県 美方郡香美町村岡区和田233-1 0796-95-0511
3286 兵庫県森連 養父市森林組合 兵庫県 養父市広谷255 0796-64-0005
3287 兵庫県森連 生野町森林組合 兵庫県 朝来郡生野町口銀谷227-2 0796-79-2235

3288 兵庫県森連 和田山町森林組合 兵庫県 朝来市和田山町和田山112-6 0796-72-2123
3289 兵庫県森連 朝来森林組合 兵庫県 朝来市多々良木213-1 0796-78-0111
3290 兵庫県森連 丹波市森林組合 兵庫県 丹波市青垣町佐治744-1 0795-87-1300

3291 兵庫県森連 淡路森林組合 兵庫県 洲本市下加茂1丁目8-8山際ビル2階 0799-25-3162
3292 兵庫県森連 但馬材林産加工センター 兵庫県 養父市八鹿町八木1140 079-6622-6560
3293 日合商 関西-0012 ㈱奈良木建 奈良県 奈良市八条五丁目430番地1
3294 日合商 関西-0013 ㈱福忠 奈良県 宇陀市榛原区萩原2459の4

3295 日合商 関西-0035 ㈱丸産業 奈良県 橿原市曽我町32の2
3296 全森連 全森合認29号 奈良県森林組合連合会 奈良県 奈良市内侍原町6-1 0742-26-0541
3297 全市連 全市連290-01 吉野木材協同組合連合会 奈良県 奈良
3298 全市連 全市連290-02 大和銘木市売㈱ 奈良県 奈良

3299 全市連 全市連290-03 西垣林業㈱桜井市場 奈良県 奈良
3300 日集協 21 トリスミ集成材㈱ 奈良県 五條市住川町1297 07472-6-6662
3301 日集協 43 ㈱吉銘 奈良県 吉野郡下市町新住1118 0747-52-4066
3302 日集協 44 ㈱カネヨ橿原工場 奈良県 橿原市出合町90 0744-23-0646

3303 日集協 50 ㈱梶谷集成材 奈良県 天理市西長柄町276（桜井木材天理団地内） 0743-67-3339
3304 日集協 52 ㈱丸商店 奈良県 吉野郡吉野町大字丹治69 07463-2-2301
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3305 日集協 53 ㈱桝忠銘木店 奈良県 五條市住川町1303（テクノパークなら） 07472-6-3600
3306 日集協 54 山茂木材工業㈱ 奈良県 吉野郡大淀町下淵780 0747-52-8901
3307 日集協 56 ㈱マルウ 奈良県 吉野郡大淀町今木826-1 0745-67-1851

3308 日集協 57 ㈱櫻井 奈良県 吉野郡吉野町丹治15-1 07463-2-0563
3309 日集協 59 ㈱垣本ハウス 奈良県 橿原市観音寺町18-2 0744-27-3731
3310 日集協 70 赤庄産業㈱ 奈良県 吉野郡大淀町大字下渕1504 0747-52-8635
3311 日集協 72 天理集成材㈱ 奈良県 天理市西長柄町木材団地 0743-67-0136

3312 奈良県木連 奈良県木連合第
001号

上吉野木材協同組合 奈良県 吉野郡吉野町飯貝1314の3 0746-32-2751

3313 奈良県木連 奈良県木連合第
002号

中吉野木材市売協同組合 奈良県 吉野郡大淀町佐名伝641-2 0747-52-2877

3314 奈良県木連 奈良県木連合第
003号

菟田野木材協同組合 奈良県 宇陀市菟田野区松井693 0745-84-2531

3315 奈良県木連 奈良県木連合第
004号

五條木材協同組合 奈良県 五條市住川町881-15 0747-23-3465

3316 奈良県木連 奈良県木連合第
005号

高田木材協同組合 奈良県 御所市柳原1-1 0745-63-1101

3317 奈良県木連 奈良県木連合第
006号

奈良県銘木協同組合 奈良県 桜井市生田713-1 0744-42-0557

3318 奈良県木連 奈良県木連合第
007号

森庄銘木産業㈱ 奈良県 宇陀市菟田野区古市場511-2 0745-84-2021

3319 奈良県木連 奈良県木連合第
008号

吉野銘木製造販売㈱ 奈良県 吉野郡下市町新住991-1 0747-52-8881

3320 奈良県木連 奈良県木連合第
009号

ヌクイ木材㈱ 奈良県 桜井市箸中820の1 0744-43-0123

3321 奈良県木連 奈良県木連合第
010号

山本産業㈱ 奈良県 桜井市桜井1231 0744-42-2711

3322 奈良県木連 奈良県木連合第
011号

吉田製材㈱ 奈良県 桜井市吉備557 0744-42-2124

3323 奈良県木連 奈良県木連合第
012号

山茂木材工業㈱ 奈良県 吉野郡大淀町下渕780 0747-52--8901

3324 奈良県木連 奈良県木連合第
013号

尾崎木材 奈良県 吉野郡大淀町越部216-3 0747-52-0172

3325 奈良県木連 奈良県木連合第
014号

㈲ホ-テック 奈良県 吉野郡大淀町桧垣本1078の1 0747-54-3111

3326 奈良県木連 奈良県木連合第
015号

川上産吉野材販売促進協同組合 奈良県 吉野郡川上村東川758-1 0746-53-9988

3327 奈良県木連 奈良県木連合第
016号

㈱栄材 奈良県 吉野郡川上村白屋338-2 0744-29-9061

3328 奈良県木連 奈良県木連合第
019号

㈱ナカモク 奈良県 橿原市内膳町4-3-17 0746-32-3216

3329 奈良県木連 奈良県木連合第
020号

㈱岡仁 奈良県 吉野郡川上村西河701 0746-53-2331

3330 奈良県木連 奈良県木連合第
021号

吉久木材㈱ 奈良県 五條市二見6丁目3の14 0747-23-1351

3331 奈良県木連 奈良県木連合第
022号

西垣林業㈱ 奈良県 桜井市戒重137 0744-46-3700

3332 奈良県木連 奈良県木連合第
023号

桜井木材市場㈱ 奈良県 桜井市桜井281番地の7 0744-42-3235

3333 奈良県木連 奈良県木連合第
024号

吉野製材工業協同組合吉野材セ
ンタ-

奈良県 吉野郡吉野町丹治11番地 0746-32-5773

3334 奈良県木連 奈良県木連合第
025号

安藤商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋313の2番地 0746-32-2709

3335 奈良県木連 奈良県木連合第
026号

㈱泉岡商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治108 0746-32-2157

3336 奈良県木連 奈良県木連合第
027号

㈲泉岡製材所 奈良県 吉野郡吉野町丹治139番地 0746-32-5016

3337 奈良県木連 奈良県木連合第
028号

岩城商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治15の2 0746-32-2950

3338 奈良県木連 奈良県木連合第
029号

㈱岩井商店 奈良県 吉野郡吉野町佐曽14番地の1 0746-32-2990

3339 奈良県木連 奈良県木連合第
030号

岩本林業㈱ 奈良県 吉野郡吉野町橋屋280 0746-32-2795

3340 奈良県木連 奈良県木連合第
031号

㈱上垣商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋290-1 0746-32-0215

3341 奈良県木連 奈良県木連合第
032号

上田製材所 奈良県 吉野郡吉野町丹治15-2 0746-32-2849

3342 奈良県木連 奈良県木連合第
033号

上大木材産業㈱ 奈良県 吉野郡吉野町丹治68番地 0746-32-5768

3343 奈良県木連 奈良県木連合第
034号

榎本木材㈱ 奈良県 吉野郡吉野町橋屋73-1 0746-32-2090

3344 奈良県木連 奈良県木連合第
035号

㈱大本製材所 奈良県 吉野郡吉野町橋屋125-13 0746-32-0111

3345 奈良県木連 奈良県木連合第
036号

桶谷商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治10-35 0746-32-2494

3346 奈良県木連 奈良県木連合第
037号

小倉製材所 奈良県 吉野郡吉野町上市2294-22 0746-32-4373

3347 奈良県木連 奈良県木連合第
038号

㈱貝辻商店 奈良県 吉野郡吉野町飯貝14番地 0746-32-2345

3348 奈良県木連 奈良県木連合第
039号

加昌林業 奈良県 吉野郡吉野町上市2294-2 0746-32-5778

3349 奈良県木連 奈良県木連合第
040号

北村商店 奈良県 吉野郡吉野町北六田281-1 0746-32-5270

3350 奈良県木連 奈良県木連合第
041号

㈲米田木工 奈良県 吉野郡吉野町橋屋148番地 0746-32-2495

3351 奈良県木連 奈良県木連合第
042号

坂本商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治78 0746-32-2551

3352 奈良県木連 奈良県木連合第
043号

阪口製材所 奈良県 吉野郡吉野町丹治113番地 0746-32-2185
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3353 奈良県木連 奈良県木連合第
044号

坂本林業 奈良県 吉野郡吉野町上市2294-18 0746-32-5570

3354 奈良県木連 奈良県木連合第
045号

㈱島田商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋130番地 0746-32-2538

3355 奈良県木連 奈良県木連合第
046号

高橋商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋125 0746-32-2806

3356 奈良県木連 奈良県木連合第
047号

㈱坪岡林業 奈良県 吉野郡吉野町橋屋1番地 0746-32-2101

3357 奈良県木連 奈良県木連合第
048号

㈱辻源商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治59番地 0746-32-2082

3358 奈良県木連 奈良県木連合第
049号

辻木材商店 奈良県 吉野郡吉野町上市122 0746-32-4156

3359 奈良県木連 奈良県木連合第
050号

中峰製材所 奈良県 吉野郡大淀町北野83-2 0746-32-2978

3360 奈良県木連 奈良県木連合第
051号

中西製材所 奈良県 吉野郡吉野町楢井232 0746-32-1160

3361 奈良県木連 奈良県木連合第
052号

西村商店 奈良県 吉野郡吉野町丹治49の1 0746-32-5771

3362 奈良県木連 奈良県木連合第
053号

春亮木材㈱ 奈良県 吉野郡吉野町上市2294-2 0746-32-5969

3363 奈良県木連 奈良県木連合第
054号

㈱福田製材所 奈良県 吉野郡吉野町橋屋205 0746-32-8401

3364 奈良県木連 奈良県木連合第
055号

㈱桝井製材所 奈良県 吉野郡吉野町橋屋130 0746-32-2816

3365 奈良県木連 奈良県木連合第
056号

桝井商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋136 0746-32-2539

3366 奈良県木連 奈良県木連合第
057号

㈲丸岡材木店 奈良県 吉野郡吉野町宮滝228 0746-32-3256

3367 奈良県木連 奈良県木連合第
058号

丸山商店 奈良県 吉野郡吉野町橋屋 0746-32-0208

3368 奈良県木連 奈良県木連合第
059号

山下製材所 奈良県 吉野郡吉野町丹治 0746-32-2367

3369 奈良県木連 奈良県木連合第
060号

㈱吉野カネジュウ 奈良県 吉野郡吉野町橋屋58番地 0746-32-1627

3370 奈良県木連 奈良県木連合第
061号

吉野中央木材㈱ 奈良県 吉野郡吉野町橋屋57 0746-32-2181

3371 奈良県木連 奈良県木連合第
062号

吉野山三木材㈱ 奈良県 吉野郡吉野町丹治78 0746-32-2137

3372 奈良県木連 奈良県木連合第
063号

奥田林業㈱ 奈良県 吉野郡大淀町下渕145番地 0747-52-2131

3373 奈良県木連 奈良県木連合第
064号

山和木材 奈良県 桜井市阿部木材団地1-4-2 0744-42-3245

3374 奈良県木連 奈良県木連合第
065号

㈲東木材 奈良県 吉野郡大淀町中増161番地の1 0746-32-1760

3375 奈良県森連 山添村森林組合 奈良県 山辺郡山添村北野1273-1 0743-86-0209

3376 奈良県森連 都祁村森林組合 奈良県 山辺郡都祁村針1170 0743-82-1858
3377 奈良県森連 桜井市森林組合 奈良県 桜井市倉橋2116-2 0744-46-0900
3378 奈良県森連 明日香村森林組合 奈良県 高市郡明日香村島庄5-2 0744-54-2038
3379 奈良県森連 宇陀市森林組合 奈良県 宇陀郡榛原町下井足254-2 0745-82-1409

3380 奈良県森連 曽爾村森林組合 奈良県 宇陀郡曽爾村今井399-2 0745-94-2611
3381 奈良県森連 御杖村森林組合 奈良県 宇陀郡御杖村菅野1581 0745-95-2010
3382 奈良県森連 室生村森林組合 奈良県 宇陀郡室生村大野2439 0745-92-2070

3383 奈良県森連 下市町森林組合 奈良県 吉野郡下市町栃原2303-7 0747-53-0003
3384 奈良県森連 黒滝村森林組合 奈良県 吉野郡黒滝村寺戸154 0747-62-2124
3385 奈良県森連 天川村森林組合 奈良県 吉野郡天川村川合275-3 0747-63-0301
3386 奈良県森連 川上村森林組合 奈良県 吉野郡川上村迫1335-8 07465-2-0011

3387 奈良県森連 吉野中央森林組合 奈良県 吉野郡東吉野村小川133-1 07464-2-0009
3388 奈良県森連 五條市森林組合 奈良県 吉野郡下北山村浦向430 07468-6-0311
3389 奈良県森連 吉野きたやま森林組合 奈良県 吉野郡西吉野村城戸125 07473-3-0002
3390 奈良県森連 吐田郷生産森林組合 奈良県 御所市名柄203-2 0745-66-0001

3391 NPC ＮＰＣ（認）第
0011号

㈱クトクコ-ポレ-ション和歌山
工場

和歌山県 伊都郡かつらぎ町移430番地

3392 表示推進協 291001 ㈱かつら木材商店 和歌山県 西牟婁郡すさみ町周参見3719番地の5 0739-55-2270
3393 表示推進協 291002 ㈱山長商店 和歌山県 田辺市新庄町377 0739-22-2605

3394 全森連 全森合認30号 和歌山県森林組合連合会 和歌山県 和歌山市湊通り丁南4-18 073-424-4351
3395 日集協 13 ㈱丸紀 和歌山県 御坊市塩屋町北塩屋682 0738-22-2234
3396 日集協 71 丸紀木材工業㈱ 和歌山県 御坊市塩屋町北塩屋682 0738-22-2234
3397 和歌山県木連 和歌山県木連第

18-1号
石井産業㈱ 和歌山県 和歌山市湊1116

3398 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-2号

㈱中長商店 和歌山県 和歌山市堀止東1-1-27

3399 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-3号

蔵野製材㈱ 和歌山県 有田郡湯浅町湯浅2735-1

3400 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-4号

㈱竹中商店 和歌山県 御坊市塩屋町北塩屋676-51

3401 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-5号

㈱寛座製材所 和歌山県 田辺市神子浜1-17-2

3402 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-6号

㈲伸栄木材 和歌山県 西牟婁郡上富田町岡2

3403 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-7号

日東木材㈱ 和歌山県 田辺市新庄町11

3404 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-8号

廣本林業㈱ 和歌山県 田辺市新庄町2611

3405 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-9号

牟婁木材㈱ 和歌山県 田辺市新庄町2462

3406 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-10号

山幸林業㈱ 和歌山県 田辺市新庄町2070-4

3407 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-11号

㈱奥山商店 和歌山県 西牟婁郡白浜町矢田94

184



付属資料2

Rec# 認定団体 認定番号 事業者（工場名等）の名称 電話番号所在地

3408 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-12号

㈱新宮原木市場 和歌山県 新宮市あけぼの4-64

3409 和歌山県木連 和歌山県木連第
18-13号

速民製材 和歌山県 新宮市王子町2-6-8

3410 和歌山県森連 和森合認1号 本宮町森林組合 和歌山県 田辺市本宮町切畑358番地
3411 和歌山県森連 和森合認2号 広川町森林組合 和歌山県 有田郡広川町大字下津木765番地
3412 和歌山県森連 和森合認3号 龍神村森林組合 和歌山県 田辺市龍神村東401番地

3413 和歌山県森連 和森合認4号 龍神村森林組合 和歌山県 田辺市龍神村東401番地
3414 和歌山県森連 和森合認5号 龍神村森林組合プレカット工場 和歌山県 田辺市龍神村東401番地
3415 和歌山県森連 和森合認6号 龍神村森林組合間伐材流通セン

タ-
和歌山県 田辺市龍神村東401番地

3416 和歌山県森連 和森合認7号 金屋町森林組合 和歌山県 有田郡有田川町金屋3
3417 和歌山県森連 和森合認8号 西牟婁森林組合 和歌山県 田辺市鮎川597番地の101
3418 和歌山県森連 和森合認9号 中津村森林組合 和歌山県 日高郡日高川町大字高津尾1115番地

3419 和歌山県森連 和森合認10号 中辺路町森林組合 和歌山県 田辺市中辺路町川合1434番地の1
3420 和歌山県森連 和森合認11号 熊野川町森林組合 和歌山県 新宮市熊野川町田長54番地1
3421 和歌山県森連 和森合認12号 和海森林組合 和歌山県 海草郡紀美野町神野市場231-2
3422 和歌山県森連 和森合認13号 かつらぎ町森林組合 和歌山県 伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地

3423 和歌山県森連 和森合認14号 大辺路森林組合 和歌山県 西牟婁郡白浜町日置980-1
3424 和歌山県森連 和森合認15号 南紀森林組合 和歌山県 東牟婁郡古座川町明神260
3425 和歌山県森連 和森合認16号 印南町森林組合 和歌山県 日高郡印南町大字古井521番地
3426 和歌山県森連 和森合認17号 清水町森林組合 和歌山県 有田郡有田川町清水401番地3

3427 和歌山県森連 和森合認18号 美山村森林組合 和歌山県 日高郡日高川町寒川223番地
3428 全天連 全天連第107号 フジワラ化粧合板（有） 鳥取県 東伯郡北栄町由良宿2011-2 0858(37)2255
3429 全森連 全森合認31号 鳥取県森林組合連合会 鳥取県 鳥取市湖山町西2-413 0857-28-0121
3430 全市連 全市連310-01 ㈱倉吉木材市場 鳥取県 鳥取

3431 全市連 全市連310-02 石谷林業㈱智頭支店 鳥取県 鳥取
3432 全市連 全市連310-03 （株）米子木材市場本社 鳥取県 鳥取
3433 全市連 全市連310-04 （株）米子木材市場生山支店 鳥取県 鳥取

3434 日合連 JPMA06-409 日新林業㈱新日本工場 鳥取県 境港市外江町1636番地
3435 日合連 JPMA06-410 ㈱日新針葉樹工場 鳥取県 境港市西工業団地100番地
3436 鳥取県木連 鳥木連1 若桜木材協同組合 鳥取県 八頭郡若桜町若桜1344-1 0858-76-5100
3437 鳥取県木連 鳥木連2 蔭山製材所 鳥取県 東伯郡琴浦町森藤83-1 0858-57-2038

3438 鳥取県木連 鳥木連3 ㈲丸橋材木店 鳥取県 東伯郡琴浦町徳万461-1 0858-53-2221
3439 鳥取県木連 鳥木連4 ㈲久米製材所 鳥取県 倉吉市下米積399 0858-28-2821
3440 鳥取県木連 鳥木連5 讃岐木材㈱ 鳥取県 東伯郡北栄町下神186-13 0858‐36‐3411
3441 鳥取県木連 鳥木連6 久本木材㈱ 鳥取県 鳥取市叶1120 0857-53-1120

3442 鳥取県木連 鳥木連7 ㈲青木製材 鳥取県 八頭郡智頭町智頭716-3 0858-75-3531
3443 鳥取県木連 鳥木連8 ㈱ヒサモト 鳥取県 八頭郡智頭町大背1153 0858-78-0311
3444 鳥取県木連 鳥木連9 協同組合智頭製材工業 鳥取県 八頭郡智頭町智頭2694 0858-75-0485
3445 鳥取県森連 鳥取県東部森林組合 鳥取県 鳥取市湖山町西1丁目328-2 0857-28-5751

3446 鳥取県森連 鳥取県八頭森林組合 鳥取県 八頭郡郡家町郡家763-10 0857-72-1111
3447 鳥取県森連 智頭町森林組合 鳥取県 八頭郡智頭町智頭2081-4 0858-75-0075
3448 鳥取県森連 鳥取中部森林組合 鳥取県 倉吉市大原1034-1 0858-22-6622
3449 鳥取県森連 鳥取日野森林組合 鳥取県 日野郡日野町舟場277-3 0859-72-0066

3450 鳥取県森連 日南町森林組合 鳥取県 日野郡日南町生山423-2 0859-82-0130
3451 鳥取県森連 ウッドカンパニー日南 鳥取県
3452 鳥取県森連 グリーンシャイン 鳥取県
3453 鳥取県森連 入澤林業 鳥取県

3454 全森連 全森合認32号 島根県森林組合連合会 島根県 松江市母衣町55 0852-21-6247
3455 日合連 JPMA06-404 湖北ベニヤ㈱本社工場 島根県 松江市富士見町3-13
3456 日合連 JPMA06-405 ㈱日新第二工場 島根県 松江市岡本町1062番地

3457 日合連 JPMA06-406 西日本海合板㈱浜田工場 島根県 浜田市周布町イ168番地7
3458 日合連 JPMA06-407 島根県合板協同組合浜田針葉樹

工場
島根県 浜田市治和町口895-2

3459 日合連 JPMA06-408 松江エヌエル工業㈱松江工場 島根県 松江市八束町江島1376番地2

3460 LVL協会 LVL-002 湖北ベニヤ㈱本社工場 島根県 松江市富士見町3-13
3461 島根県木協 18島木協第1号 伸和産業㈱ 島根県 益田市隅村町623番地2 0856-25-2333
3462 島根県木協 18島木協第2号-1 山陰丸和林業㈱日原事業所 島根県 鹿足郡津和野町枕瀬571番2 0856-74-0220
3463 島根県木協 18島木協第2号-2 山陰丸和林業㈱金城事業所 島根県 浜田市金城町下来原1067番5 0855-42-2177

3464 島根県木協 18島木協第2号-3 山陰丸和林業㈱加茂事業所 島根県 雲南市加茂町南加茂807番2 0854-49-6510
3465 島根県木協 18島木協第2号-4 山陰丸和林業㈱生山事業所 島根県 鳥取県日野郡日南町生山397番1 0859-82-0009
3466 島根県木協 18島木協第3号-1 さんもく工業㈱松江事業所 島根県 松江市八幡町888番地 0852-37-0211
3467 島根県木協 18島木協第3号-2 さんもく工業㈱隠岐営業所 島根県 隠岐郡隠岐の島町栄町587番地 08512-2-0706

3468 島根県木協 18島木協第3号-3 さんもく工業㈱島前出張所 島根県 隠岐郡西ノ島町美田美田尻2142番地 08514-7-8844
3469 島根県木協 18島木協第4号 山興緑化㈲ 島根県 邑智郡美郷町粕渕688番地 0855-75-1588
3470 島根県木協 18島木協第5号-1 須佐チップ工業㈲本社 島根県 出雲市佐田町反辺1612-6 0853-84-0414
3471 島根県木協 18島木協第5号-2 須佐チップ工業㈲乙立工場 島根県 出雲市乙立町3292-12 0853-45-0131

3472 島根県木協 18島木協第6号 溝部林業㈲ 島根県 鹿足郡津和野町高峯558-9 0856-72-0163
3473 島根県木協 18島木協第7号 仁多郡森林組合 島根県 仁多郡奥出雲町三成444-2 0854-54-0021
3474 島根県木協 18島木協第8号 浦田木材㈲ 島根県 浜田市黒川町1572番地1 0855-22-0385
3475 島根県木協 18島木協第9号 丸谷林業㈲ 島根県 邑智郡川本町川本874番地 0855-72-0780

3476 島根県木協 18島木協第10号-1 邑智郡森林組合チップ工場 島根県 邑智郡邑南町中野3590番2 0855-95-0985
3477 島根県木協 18島木協第10号-2 邑智郡森林組合美郷支所 島根県 邑智郡美郷町久保154番地 0855-75-0032
3478 島根県木協 18島木協第10号-3 邑智郡森林組合邑南支所 島根県 邑智郡邑南町出羽26番地 0855-83-0164

3479 島根県木協 18島木協第11号 安野産業㈱ 島根県 益田市高津7丁目2-8 0856-22-1313
3480 島根県木協 18島木協第13号 ㈱田部 島根県 雲南市掛合町掛合2112番地 0854-62-0027
3481 島根県木協 18島木協第14号-1 出雲地区森林組合本所 島根県 出雲市塩冶町967番地1 0853-22-4433
3482 島根県木協 18島木協第14号-2 出雲地区森林組合チップ生産工

場
島根県 出雲市上島町2684番地 0853-48-2070

3483 島根県木協 18島木協第14号-3 出雲地区森林組合加工工場 島根県 出雲市朝山町1314-1番地 0853-48-2103
3484 日合商 関西-0007 ㈱岡山石田 岡山県 岡山市浦安本町87番地の3
3485 日合商 関西-0016 ㈱ウッデイワ-ルドのざき 岡山県 岡山市西大寺新地166-1

3486 表示推進協 322101 院庄林業㈱ 岡山県 津山市二宮22-1 0868-28-2111
3487 表示推進協 321402 山下木材㈱ 岡山県 真庭郡久世町富尾218 0867-42-1100
3488 表示推進協 329403 さんもく工業㈱ 岡山県 岡山市海岸通2丁目6番3号 086-262-0137
3489 全森連 全森合認33号 岡山県森林組合連合会 岡山県 岡山市岡南町2-5-10 086-222-7671

3490 全市連 全市連330-01 ㈱津山綜合木材市場 岡山県 岡山
3491 全市連 全市連330-02 ㈱岡山木材相互市場 岡山県 岡山
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3492 全市連 全市連330-03 ㈱岡山木材市場 岡山県 岡山
3493 全市連 全市連330-04 真庭木材市売㈱ 岡山県 岡山
3494 全市連 全市連330-05 ㈱勝山木材市場 岡山県 岡山

3495 全市連 全市連330-06 津山木材市売㈱ 岡山県 岡山
3496 全市連 全市連330-07 ナイス㈱岡山営業所 岡山県 岡山
3497 全市連 全市連330-08 三河屋木材㈱ 岡山県 岡山
3498 日本複合床板 14 セトウチ化工(株) 岡山県 岡山市郡3012 086-267-2101

3499 日集協 1 院庄林業㈱ 岡山県 津山市二宮22 0868-28-2111
3500 日集協 55 銘建工業㈱ 岡山県 真庭市勝山1209 0867-44-2695
3501 島根県木協 18島木協第2号-5 山陰丸和林業㈱勝山事業所 岡山県 真庭市横部329番4 0867-44-2495

3502 岡山県木連 18-1001 ㈱相原材木店 岡山県 岡山市辰巳24-103
3503 岡山県木連 18-1002 ㈲秋山木材 岡山県 岡山市高柳東町7-30
3504 岡山県木連 18-1003 ㈱アサノ 岡山県 岡山市浦安西町21-3
3505 岡山県木連 18-1004 ㈱いくた商会 岡山県 岡山市浦安本町86

3506 岡山県木連 18-1005 ㈲石井木材 岡山県 岡山市国府市場395
3507 岡山県木連 18-1006 ㈱岡山住建 岡山県 岡山市豊成3-15-25
3508 岡山県木連 18-1007 岡山光木材㈱ 岡山県 岡山市郡2999
3509 岡山県木連 18-1008 ㈲片山木材商行 岡山県 岡山市桜橋1-3-57

3510 岡山県木連 18-1009 ㈱門田材木店 岡山県 岡山市大安寺東町15-1
3511 岡山県木連 18-1010 ㈲川商テクノ 岡山県 岡山市藤田681-19
3512 岡山県木連 18-1011 ㈱川西材木店 岡山県 岡山市藤田681-19
3513 岡山県木連 18-1012 久山木材商会 岡山県 岡山市新保417-4

3514 岡山県木連 18-1013 ㈱岡南ハウス 岡山県 岡山市南輝2-2-7
3515 岡山県木連 18-1014 小林工業㈱ 岡山県 岡山市当新田445-1
3516 岡山県木連 18-1015 近藤木材㈲ 岡山県 岡山市厚生町3-6-21
3517 岡山県木連 18-1016 佐伯材木店 岡山県 岡山市豊成2-4-17

3518 岡山県木連 18-1017 ㈲佐-木材木店 岡山県 岡山市伊福町4-2-12
3519 岡山県木連 18-1018 ㈲佐藤材木店 岡山県 岡山市藤崎188-3
3520 岡山県木連 18-1019 さんもく工業㈱岡山事業所 岡山県 岡山市海岸通2-6-3

3521 岡山県木連 18-1019-1 さんもく工業㈱真庭営業所 岡山県 真庭市中173
3522 岡山県木連 18-1020 親和産業㈱ 岡山県 岡山市大窪56
3523 岡山県木連 18-1021 ㈱大三商行 岡山県 岡山市下中野708-111
3524 岡山県木連 18-1022 高田工業㈱ 岡山県 岡山市奥田2-3-7

3525 岡山県木連 18-1023 高松木材㈱ 岡山県 岡山市高松原古才250-1
3526 岡山県木連 18-1024 ㈱タケダ材木産業 岡山県 岡山市豊成3-15-7
3527 岡山県木連 18-1025 ㈱武本材木店 岡山県 岡山市伊福町3-4-2
3528 岡山県木連 18-1026 ㈲タナカ住建 岡山県 岡山市津島笹が瀬7-45

3529 岡山県木連 18-1027 タマタイ産業㈱ 岡山県 岡山市神田町2-1-25
3530 岡山県木連 18-1028 中国木材㈱岡山センタ- 岡山県 岡山市新築港6-1
3531 岡山県木連 18-1029 東洋工材㈱ 岡山県 岡山市豊浜町1-43
3532 岡山県木連 18-1030 ㈲智久木材 岡山県 岡山市桑野708-3

3533 岡山県木連 18-1031 ㈲中塚銘木店 岡山県 岡山市石関町6-6
3534 岡山県木連 18-1032 長畑材木店 岡山県 岡山市今在家214-1
3535 岡山県木連 18-1033 ㈲難波木材店 岡山県 岡山市山崎54
3536 岡山県木連 18-1034 ㈱にがた 岡山県 岡山市倉益379-4

3537 岡山県木連 18-1035 ㈱橋本商店 岡山県 岡山市万倍162-1
3538 岡山県木連 18-1036 服部興業㈱ 岡山県 岡山市平野620
3539 岡山県木連 18-1037 花房木材産業㈱ 岡山県 岡山市藤崎77
3540 岡山県木連 18-1038 林製材㈱ 岡山県 倉敷市矢部674-1

3541 岡山県木連 18-1039 ㈲広江木材 岡山県 岡山市桑野129-5
3542 岡山県木連 18-1040 ㈱フォレスト 岡山県 岡山市並木町2-16-22
3543 岡山県木連 18-1041 ㈲福谷木材 岡山県 岡山市藤田1440-27

3544 岡山県木連 18-1042 福浜木工所 岡山県 岡山市福浜町5-3
3545 岡山県木連 18-1043 ㈲藤原銘木店 岡山県 岡山市福田1007-2
3546 岡山県木連 18-1044 ㈱マルティックス山陽 岡山県 岡山市海吉1840-5
3547 岡山県木連 18-1045 丸二木材㈱ 岡山県 岡山市十日市西町11-7

3548 岡山県木連 18-1046 ㈱万富 岡山県 岡山市万倍16-5
3549 岡山県木連 18-1047 ㈱三宅半十商店 岡山県 岡山市福浜西町2-15
3550 岡山県木連 18-1048 ㈱モリヤキット 岡山県 岡山市江崎170-5
3551 岡山県木連 18-1049 吉岡材木店 岡山県 岡山市築港栄町3-24

3552 岡山県木連 18-1050 ライフォス㈱ 岡山県 岡山市神田町2-1-25
3553 岡山県木連 18-2001 ㈱高宮商店 岡山県 都窪郡早島町前潟174
3554 岡山県木連 18-2002 ㈲逸見住建 岡山県 岡山市藤田432
3555 岡山県木連 18-2003 ㈲大賀木材工業所 岡山県 岡山市中畦488

3556 岡山県木連 18-2004 吉崎製材所 岡山県 岡山市大福721-1
3557 岡山県木連 18-2005 ㈲田中木材産業 岡山県 岡山市藤田2115
3558 岡山県木連 18-2006 ㈲加門材木店 岡山県 岡山市内尾410
3559 岡山県木連 18-2007 ㈲撫川産業 岡山県 岡山市納所118-1

3560 岡山県木連 18-3001 ㈱ウッディワ-ルドのざき 岡山県 岡山市西大寺新地166-1
3561 岡山県木連 18-3002 ㈱ウッディヨネダ 岡山県 岡山市金岡西町55-2
3562 岡山県木連 18-3003 (資)小松材木店 岡山県 岡山市竹原579
3563 岡山県木連 18-3004 山南木材 岡山県 岡山市宿毛1156-2

3564 岡山県木連 18-3005 水門木材商工㈱ 岡山県 岡山市水門町801
3565 岡山県木連 18-3006 ㈲藤田材木店 岡山県 岡山市宍甘174
3566 岡山県木連 18-3007 光田住建㈲ 岡山県 岡山市西大寺東3-5-14

3567 岡山県木連 18-3008 ㈲山根材木店 岡山県 岡山市金岡西町94
3568 岡山県木連 18-3009 ㈲石黒材木店 岡山県 瀬戸内市邑久町上笠加190-4
3569 岡山県木連 18-3010 ㈲井上材木店 岡山県 瀬戸内市長船町土師820-5
3570 岡山県木連 18-3011 ㈲入江材木店 岡山県 瀬戸内市邑久町箕輪69-1

3571 岡山県木連 18-3012 邑久材木店 岡山県 瀬戸内市邑久町山田庄448
3572 岡山県木連 18-3013 岡山扇木材㈱ 岡山県 瀬戸内市邑久町福山663-6
3573 岡山県木連 18-3014 ㈲高祖材木店 岡山県 瀬戸内市牛窓町牛窓2891
3574 岡山県木連 18-3015 小西材木店 岡山県 瀬戸内市邑久町虫明4395

3575 岡山県木連 18-3016 塩見木材㈱ 岡山県 瀬戸内市邑久町尾張1005-3
3576 岡山県木連 18-3017 ㈲松本材木店 岡山県 瀬戸内市長船町磯上732-1
3577 岡山県木連 18-3018 ㈲森材木店 岡山県 瀬戸内市牛窓町牛窓5002
3578 岡山県木連 18-5001 ㈲河田住建 岡山県 岡山市御津高津1423

3579 岡山県木連 18-6001 ㈲藤万木材 岡山県 赤磐市瀬戸町万富905-4
3580 岡山県木連 18-6002 ㈲備前清水材木店 岡山県 備前市伊部1283-1
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3581 岡山県木連 18-6003 ㈱清水製材所 岡山県 赤磐市周匝1025-1
3582 岡山県木連 18-6004 山陽木材㈲ 岡山県 和気郡和気町矢田396
3583 岡山県木連 18-6005 小山材木店 岡山県 赤磐郡瀬戸町下110-1

3584 岡山県木連 18-6006 ㈲松島木材 岡山県 和気郡和気町日室174
3585 岡山県木連 18-6007 栄南木材㈱ 岡山県 備前市日生町寒河2434-2
3586 岡山県木連 18-6008 ㈲頼則林業 岡山県 赤磐市小鎌1623
3587 岡山県木連 18-6009 ㈲正信製材所 岡山県 和気郡和気町原709-2

3588 岡山県木連 18-8001 ㈱原木工所 岡山県 倉敷市児島小川1-5-22
3589 岡山県木連 18-9001 中務木材㈱ 岡山県 浅口市金光町占見新田714-1
3590 岡山県木連 18-9002 ㈲田渕 岡山県 浅口市鴨方町本庄1646

3591 岡山県木連 18-9003 ㈱石井材木店 岡山県 倉敷市玉島長尾2241
3592 岡山県木連 18-9004 頃末材木店 岡山県 浅口市寄島町6400
3593 岡山県木連 18-9005 金光木材㈱ 岡山県 浅口市金光町占見新田435-2
3594 岡山県木連 18-9006 小野材木店 岡山県 倉敷市玉島長尾1726-3

3595 岡山県木連 18-9007 (合)横山製材所 岡山県 浅口市鴨方町地頭上143
3596 岡山県木連 18-12001 筒井木材工業㈱ 岡山県 小田郡矢掛町矢掛2584
3597 岡山県木連 18-12002 ㈱高岡製材所 岡山県 小田郡矢掛町東川面920
3598 岡山県木連 18-12003 山田製材所 岡山県 小田郡矢掛町西川面156-1

3599 岡山県木連 18-12004 ㈲モリヤ 岡山県 小田郡矢掛町内田130-1
3600 岡山県木連 18-12005 ㈲武製材所 岡山県 小田郡矢掛町東三成523-2
3601 岡山県木連 18-13001 ㈱円仏産業 岡山県 高梁市下谷町4986
3602 岡山県木連 18-13002 ナカヤマ建設㈱ 岡山県 高梁市津川町八川2518

3603 岡山県木連 18-13003 畑林業 岡山県 高梁市津川町今津891-1
3604 岡山県木連 18-13004 大槻興業㈱ 岡山県 加賀郡吉備中央町北2716-1
3605 岡山県木連 18-13005 ㈲矢萩建具店 岡山県 真庭市下呰部674
3606 岡山県木連 18-13006 松森組 岡山県 高梁市巨瀬町2386

3607 岡山県木連 18-13007 川上林業 岡山県 高梁市玉川町下切2887
3608 岡山県木連 18-13008 ㈱大森材木店 岡山県 高梁市南町44-1
3609 岡山県木連 18-13009 六和木材㈱ 岡山県 高梁市落合町阿部1228-1

3610 岡山県木連 18-13010 難波建設㈱ 岡山県 加賀郡吉備中央町黒土770
3611 岡山県木連 18-13011 ㈲原木材工業所 岡山県 高梁市有漢町有漢2109-8
3612 岡山県木連 18-13012 ㈲千崎建設 岡山県 高梁市有漢町有漢5264-4
3613 岡山県木連 18-13013 藤川林業 岡山県 高梁市川上町高山市788

3614 岡山県木連 18-13014 ㈲伊達建設 岡山県 加賀郡吉備中央町西1930
3615 岡山県木連 18-13015 池田製材所 岡山県 高梁市川上町地頭2332
3616 岡山県木連 18-13016 山岡林業 岡山県 高梁市川上町高山3034-5
3617 岡山県木連 18-13017 備中木材 岡山県 高梁市備中町長屋117-1

3618 岡山県木連 18-13018 西林業 岡山県 高梁市中井町津-1362
3619 岡山県木連 18-14001 ㈱南川 岡山県 新見市高尾615
3620 岡山県木連 18-14002 ㈱西村木材 岡山県 新見市哲西町矢田2174
3621 岡山県木連 18-14003 興隆㈱ 岡山県 新見市新見712-5

3622 岡山県木連 18-14004 松田材木店 岡山県 新見市神郷高瀬1179
3623 岡山県木連 18-14005 岡田木材店 岡山県 新見市大佐小阪部2749
3624 岡山県木連 18-14006 ㈲森本林業 岡山県 新見市西方1000-1
3625 岡山県木連 18-14007 柴田材木店 岡山県 新見市大佐小阪部2569-1

3626 岡山県木連 18-14008 柴田木材 岡山県 新見市大佐大井野2175
3627 岡山県木連 18-14009 伏谷山林組合 岡山県 新見市大佐大井野3065
3628 岡山県木連 18-14010 ㈲杉産業 岡山県 新見市法曽1298
3629 岡山県木連 18-14011 渡辺木材 岡山県 新見市高尾768-13

3630 岡山県木連 18-14012 ㈱戸川木材 岡山県 新見市哲西町大野部365
3631 岡山県木連 18-14013 上田材木店 岡山県 新見市千屋実1430
3632 岡山県木連 18-14014 ㈲安田ウッド 岡山県 新見市上市769

3633 岡山県木連 18-14015 塚本木材 岡山県 新見市大佐永富531
3634 岡山県木連 18-14016 宮永製材所 岡山県 新見市下熊谷1570
3635 岡山県木連 18-14017 竹沢材木店 岡山県 新見市高尾2376
3636 岡山県木連 18-14018 ㈲安藤林業 岡山県 新見市大佐上刑部2533

3637 岡山県木連 18-14019 木下林業 岡山県 新見市下熊谷2910
3638 岡山県木連 18-14020 村上材木店 岡山県 新見市高尾2881
3639 岡山県木連 18-14021 丸石林業 岡山県 新見市坂本183
3640 岡山県木連 18-14022 村上材木店 岡山県 新見市菅生5104

3641 岡山県木連 18-14023 大塚産業㈱ 岡山県 新見市足見66
3642 岡山県木連 18-14024 山彦木材㈱ 岡山県 新見市石蟹403-3
3643 岡山県木連 18-14025 赤木製材所 岡山県 新見市上熊谷3518
3644 岡山県木連 18-14026 ㈲新見パネル工業 岡山県 新見市西方703-4

3645 岡山県木連 18-15001 牧野木材工業㈱ 岡山県 真庭市草加部288-8
3646 岡山県木連 18-15002 山下木材㈱ 岡山県 真庭市富尾218
3647 岡山県木連 18-15002-1 山下木材㈱岡山営業所 岡山県 岡山市藤田673
3648 岡山県木連 18-15003 千後木材 岡山県 真庭市樫西1280

3649 岡山県木連 18-15004 中国林業㈱ 岡山県 真庭市久世2422
3650 岡山県木連 18-15005 真庭郡木材事業（協） 岡山県 真庭市三田1884-3
3651 岡山県木連 18-15006 ㈱ヤマサキ 岡山県 真庭市久世2358-20
3652 岡山県木連 18-15007 国六㈱新庄事業所 岡山県 真庭郡新庄村3950-1

3653 岡山県木連 18-15008 ㈲堀材木店 岡山県 真庭市月田7398-1
3654 岡山県木連 18-15009 ㈲堀住建 岡山県 真庭市月田1453-1
3655 岡山県木連 18-15010 ㈲進材木店 岡山県 真庭市蒜山西茅部587

3656 岡山県木連 18-15011 ㈲堀製材所 岡山県 真庭市月田7426-1
3657 岡山県木連 18-15012 行藤製材 岡山県 真庭市横部24
3658 岡山県木連 18-15013 土井木材㈱ 岡山県 真庭市月田7387-1
3659 岡山県木連 18-15014 中芝林産 岡山県 真庭市月田6772-1

3660 岡山県木連 18-15016 ㈱タブチ 岡山県 真庭市古見1835-1
3661 岡山県木連 18-15017 キッコリ-米 岡山県 真庭市若代1164
3662 岡山県木連 18-15018 ㈱三謳 岡山県 真庭市月田5538
3663 岡山県木連 18-15019 織田製材㈱ 岡山県 真庭市中572-1

3664 岡山県木連 18-15022 横山林業 岡山県 真庭市本郷1876-14
3665 岡山県木連 18-15023 ㈲武住 岡山県 真庭市月田7410-7
3666 岡山県木連 18-15024 ㈲丸五製材所 岡山県 真庭市見尾174-4
3667 岡山県木連 18-15025 ㈱丸共木材 岡山県 真庭市月田7504-1

3668 岡山県木連 18-15026 磯田木材㈲ 岡山県 真庭市若代3103
3669 岡山県木連 18-15027 矢野木材㈱ 岡山県 真庭市久世2490-6
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3670 岡山県木連 18-15028 ㈲植田木工 岡山県 真庭市月田7408-1
3671 岡山県木連 18-15029 ㈲石岡製材 岡山県 真庭市上河内3530
3672 岡山県木連 18-15030 ㈲山縣製材所 岡山県 真庭市鹿田292

3673 岡山県木連 18-15031 ㈲杉本製材所 岡山県 真庭市栗原900
3674 岡山県木連 18-15032 ㈲徳永製材所 岡山県 真庭市久世268
3675 岡山県木連 18-15033 ㈲槙野木材 岡山県 真庭市月田7631
3676 岡山県木連 18-15034 岡山県北部薪炭雑穀販売（協） 岡山県 真庭市勝山273

3677 岡山県木連 18-15035 鳥越工業㈱ 岡山県 真庭市目木1813-1
3678 岡山県木連 18-15035-1 鳥越工業㈱岡山支店 岡山県 岡山市奥田本町4-1
3679 岡山県木連 18-15036 小林製材㈱ 岡山県 真庭市開田341

3680 岡山県木連 18-16001 ㈱鏡水 岡山県 苫田郡鏡野町香-美801
3681 岡山県木連 18-16002 今井林業 岡山県 久米郡久米南町上籾1677
3682 岡山県木連 18-16003 水島木材 岡山県 津山市上田邑352
3683 岡山県木連 18-16004 香北林業㈲ 岡山県 苫田郡鏡野町小座1096-4

3684 岡山県木連 18-16005 津山国産材加工(協) 岡山県 津山市一宮1238-1
3685 岡山県木連 18-16006 旭林業 岡山県 久米郡美咲町西602
3686 岡山県木連 18-16007 高田林業 岡山県 久米郡美咲町金堀622-89
3687 岡山県木連 18-16008 石原木材 岡山県 苫田郡鏡野町奥津川西231-6

3688 岡山県木連 18-16009 大光産業㈱ 岡山県 津山市横山101
3689 岡山県木連 18-16010 内田林産 岡山県 津山市加茂町原口1025
3690 岡山県木連 18-16011 光延木材 岡山県 久米郡久米南町京尾34
3691 岡山県木連 18-16013 ㈲岡北林業 岡山県 津山市加茂町桑原243-6

3692 岡山県木連 18-16014 森江製材所 岡山県 苫田郡鏡野町大8
3693 岡山県木連 18-16015 本千尾木材 岡山県 津山市加茂町桑原55
3694 岡山県木連 18-16017 岡山県 津山市阿波1774
3695 岡山県木連 18-16018 木原造林㈱加茂事業所 岡山県 津山市加茂町桑原203-1

3696 岡山県木連 18-16019 有岡木材 岡山県 津山市加茂町百-470
3697 岡山県木連 18-16020 内田木材 岡山県 津山市加茂町百-289-2
3698 岡山県木連 18-16022 因美林産㈱ 岡山県 津山市加茂町公郷1737-1

3699 岡山県木連 18-16023 朝日製材㈱ 岡山県 津山市加茂町成安14-1
3700 岡山県木連 18-16024 岡山県 津山市加茂町公郷1851-1
3701 岡山県木連 18-16026 岡山県 津山市加茂町公郷1679-1
3702 岡山県木連 18-16027 ㈱山陽製材所 岡山県 津山市加茂町公郷1855

3703 岡山県木連 18-16028 ㈲清水運送 岡山県 津山市加茂町塔中143-3
3704 岡山県木連 18-16029 加茂木材㈱ 岡山県 津山市加茂町桑原200-1
3705 岡山県木連 18-16030 ㈲松本製材所 岡山県 津山市加茂町公郷1670-2
3706 岡山県木連 18-16031 岡山県 津山市加茂町塔中27-2

3707 岡山県木連 18-16032 セイキ林業㈱ 岡山県 津山市加茂町公郷1762-5
3708 岡山県木連 18-16033 楮原衛木材 岡山県 津山市加茂町公郷1521
3709 岡山県木連 18-16034 ㈱丸左木材 岡山県 津山市一方80
3710 岡山県木連 18-16036 太平住建㈱ 岡山県 久米郡美咲町打穴中1371-1

3711 岡山県木連 18-16037 院庄林業㈱本社工場 岡山県 津山市二宮22
3712 岡山県木連 18-16037-1 院庄林業㈱久米工場 岡山県 津山市くめ字団地50-68
3713 岡山県木連 18-16039 広林 岡山県 苫田郡鏡野町山城1072-3
3714 岡山県木連 18-16041 ア-トログ㈱ 岡山県 久米郡美咲町西2019

3715 岡山県木連 18-16042 山政木材㈲ 岡山県 津山市二宮1580
3716 岡山県木連 18-16043 ㈲古森材木店 岡山県 津山市鉄砲町13-2
3717 岡山県木連 18-16044 江与味製材㈱ 岡山県 久米郡美咲町江与味1133
3718 岡山県木連 18-16045 ㈱鈴鹿製材所 岡山県 久米郡美咲町原田1926

3719 岡山県木連 18-16046 （財）あばグリ-ン公社 岡山県 津山市阿波1216-1
3720 岡山県木連 18-16047 竹本木材㈱ 岡山県 津山市妙原58-1
3721 岡山県木連 18-16048 河井林産㈱製材事業部 岡山県 津山市川崎249-2

3722 岡山県木連 18-16048-1 河井林産㈱鏡野工場 岡山県 苫田郡鏡野町薪森原578-5
3723 岡山県木連 18-16049 藤原木材 岡山県 津山市加茂町百-145
3724 岡山県木連 18-16050 岡山県 津山市加茂町百-155
3725 岡山県木連 18-16051 亀川建設工業㈱ 岡山県 苫田郡鏡野町市場1-10

3726 岡山県木連 18-16052 ㈱住宅産業センタ- 岡山県 津山市志戸部214-5
3727 岡山県木連 18-16053 ㈲奥津森林運輸 岡山県 苫田郡鏡野町河内562-2
3728 岡山県木連 18-16055 正影木材㈱ 岡山県 津山市桑下856-1
3729 岡山県木連 18-16056 ㈲日野木材店 岡山県 津山市南新座69

3730 岡山県木連 18-16057 小林木材店 岡山県 苫田郡鏡野町井坂186
3731 岡山県木連 18-16058 ㈲出口林業 岡山県 津山市小原308-4
3732 岡山県木連 18-16059 ㈲太平製材所 岡山県 久米郡美咲町越尾34
3733 岡山県木連 18-16060 ㈱エバラ建設 岡山県 津山市神代9-35

3734 岡山県木連 18-16061 ㈱津山木材センタ- 岡山県 津山市一方146
3735 岡山県木連 18-16062 ㈱カブタケ 岡山県 津山市大田80-14
3736 岡山県木連 18-16063 ㈱安東組 岡山県 津山市椿高下38
3737 岡山県木連 18-16064 岡山県 苫田郡鏡野町大町188

3738 岡山県木連 18-16065 ㈱土居建材店 岡山県 津山市戸島634-14
3739 岡山県木連 18-16066 ㈲清和産業 岡山県 津山市中島472-9
3740 岡山県木連 18-16067 ㈱津山銘木 岡山県 津山市一方215-1
3741 岡山県木連 18-16069 津山中央木材㈱ 岡山県 津山市林田町2

3742 岡山県木連 18-16070 ㈲山渋木材 岡山県 久米郡久米南町上神目395
3743 岡山県木連 18-16073 平井木材 岡山県 津山市西下568
3744 岡山県木連 18-16074 富士パレット㈱ 岡山県 津山市津山口111-1

3745 岡山県木連 18-17001 ㈲丸大製材所 岡山県 美作市朽木14
3746 岡山県木連 18-17002 ㈲須田製材所 岡山県 美作市朽木83-2
3747 岡山県木連 18-17003 長尾製材所 岡山県 美作市入田190-1
3748 岡山県木連 18-17004 武地林業 岡山県 美作市猪臥533-1

3749 岡山県木連 18-17005 板坂林業 岡山県 美作市豊国原981-7
3750 岡山県木連 18-17006 廣瀬林産 岡山県 美作市大原84
3751 岡山県木連 18-17007 島木材㈱ 岡山県 美作市江見262
3752 岡山県木連 18-17008 小林木材 岡山県 美作市宮原1561-2

3753 岡山県木連 18-17009 大平産業㈱ 岡山県 美作市壬生69-1
3754 岡山県木連 18-17010 ㈲森岩木材 岡山県 美作市宮本1146-2
3755 岡山県木連 18-17011 福島製材 岡山県 美作市古町1147
3756 岡山県木連 18-17012 ㈲春名材木店 岡山県 美作市江ノ原809

3757 岡山県木連 18-17013 永井建設㈱ 岡山県 美作市奥271-1
3758 岡山県木連 18-17014 共和林業㈲ 岡山県 美作市右手2586
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3759 岡山県木連 18-17015 ㈲山本材木店 岡山県 英田郡西粟倉村長尾1156
3760 岡山県木連 18-17016 岸本製材所 岡山県 英田郡西粟倉村大茅387
3761 岡山県木連 18-17017 木原造林㈱勝英事業所 岡山県 英田郡西粟倉村長尾956-1

3762 岡山県木連 18-17018 岡田林業 岡山県 英田郡西粟倉村大茅636-1
3763 岡山県木連 18-17019 ㈲福島製材所 岡山県 勝田郡勝央町勝間田751-1
3764 岡山県木連 18-17020 石田製材所 岡山県 勝田郡勝央町勝間田683-2
3765 岡山県木連 18-17021 福本木材 岡山県 勝田郡勝央町植月東2829

3766 岡山県木連 18-17022 森淵林業 岡山県 勝田郡奈義町小坂972
3767 岡山県木連 18-17023 森繁木材 岡山県 勝田郡奈義町小坂395-1
3768 岡山県木連 18-17024 日本原商事㈲ 岡山県 津山市日本原296

3769 岡山県木連 18-17025 ㈱神田工業 岡山県 津山市原356-3
3770 岡山県木連 18-17026 森淵木材 岡山県 勝田郡奈義町小坂975
3771 岡山県木連 18-17027 ㈱東津工業 岡山県 津山市西中1098-20
3772 岡山県木連 18-17028 ㈲佐古製材所 岡山県 勝田郡勝央町植月中2368

3773 岡山県木連 18-17029 ㈲藤原林業 岡山県 美作市右手2106-4
3774 岡山県森連 岡森合認第18-01

号
岡山市森林組合 岡山県 岡山市日近562 086-295-0244

3775 岡山県森連 岡森合認第18-02
号

御津森林組合 岡山県 岡山市御津高津1630-2 0867-24-0200

3776 岡山県森連 岡森合認第18-03
号

建部町森林組合 岡山県 御津郡建部町福渡496-1 0867-22-2688

3777 岡山県森連 岡森合認第18-04
号

加茂川町森林組合 岡山県 加賀郡吉備中央町下加茂1073-1 0867-34-1150

3778 岡山県森連 岡森合認第18-05
号

備前市森林組合 岡山県 備前市吉永町岩崎374-3 0869-84-2053

3779 岡山県森連 岡森合認第18-06
号

赤磐市森林組合 岡山県 赤磐市周匝136 086-954-2299

3780 岡山県森連 岡森合認第18-07
号

総社市森林組合 岡山県 総社市中央1-1-1 0866-92-8273

3781 岡山県森連 岡森合認第18-08
号

矢掛町森林組合 岡山県 小田郡矢掛町下高末2926 0866-82-0334

3782 岡山県森連 岡森合認第18-09
号

井原市森林組合 岡山県 井原市芳井町吉井218-2 0866-72-0161

3783 岡山県森連 岡森合認第18-10
号

高梁地方森林組合 岡山県 高梁市中原町1216-2 0866-22-0310

3784 岡山県森連 岡森合認第18-11
号

天神森林組合 岡山県 高梁市備中町長屋128-2 0866-45-3069

3785 岡山県森連 岡森合認第18-12
号

新見市森林組合 岡山県 新見市新見318-4 0867-72-2179

3786 岡山県森連 岡森合認第18-13
号

真庭森林組合 岡山県 真庭市勝山1884-10 0867-44-3036

3787 岡山県森連 岡森合認第18-14
号

作州かがみの森林組合 岡山県 苫田郡鏡野町井坂523-7 0868-52-2936

3788 岡山県森連 岡森合認第18-15
号

津山市森林組合 岡山県 津山市沼596-1 0868-23-1283

3789 岡山県森連 岡森合認第18-16
号

久米郡森林組合 岡山県 久米郡美咲町原田9111-3 0868-66-0053

3790 岡山県森連 岡森合認第18-17
号

美作森林組合 岡山県 美作市江見945 0868-72-1246

3791 岡山県森連 岡森合認第18-18
号

奈義町森林組合 岡山県 勝田郡奈義町豊沢303 0868-36-3011

3792 日合商 関西-0019 小林㈱ 広島県 広島市南区翠五丁目21番13号

3793 日合商 関西-0049 光和物産㈱ 広島県 福山市南松永町2-2-63
3794 表示推進協 331001 宮迫木材㈱ 広島県 三次市布野町下布野84-2 0824-54-2011
3795 表示推進協 339002 日本大昭和板紙西日本㈱ 広島県 大竹市東栄2-1-18 0827-52-4131
3796 全天連 全天連第032号 （株）シモエ 広島県 福山市駅家町万能倉305 084(976)4440

3797 全天連 全天連第044号 唐川木材工業（株） 広島県 府中市高木町235 0847(45)4600
3798 全天連 全天連第052号 親和ツキ板（株） 広島県 府中市高木町1690 0847(45)3340
3799 全天連 全天連第067号 しみず木材（株） 広島県 府中市鵜飼町534-10 0847(45)5252
3800 全天連 全天連第071号 広島銘木産業（株） 広島県 府中市栗柄町433-1 0847(45)6828

3801 全天連 全天連第073号 （有）水永商会 広島県 府中市府川町119-2 0847(45)8781
3802 全天連 全天連第075号 サダシゲ特殊合板（株） 広島県 府中市鵜飼町605 0847(45)5800
3803 全天連 全天連第077号 （株）富士化粧合板 広島県 府中市広谷町1486 0847(45)3555
3804 全天連 全天連第079号 （株）中山家具 広島県 福山市駅家町倉光298 084(976)1251

3805 全天連 全天連第081号 みしま化粧合板（株） 広島県 福山市駅家町江良577 0847(45)5742
3806 全天連 全天連第084号 （有）中前特殊合板 広島県 福山市芦田町下有地1548-1 084(958)4234
3807 全天連 全天連第086号 駅家特殊合板（株） 広島県 福山市駅家町下山守32 084(976)1200
3808 全天連 全天連第089号 （有）ササヒロ 広島県 福山市柳津町4-6-10 084(934)6733

3809 全天連 全天連第093号 猪木化粧合板（株） 広島県 府中市地父石町605-1 0847(41)2563
3810 全天連 全天連第116号 大和ツキ板産業（株） 広島県 福山市御幸町中津原1790-1 084(955)1877
3811 全天連 全天連第149号 山陽ツキ板(株) 広島県 府中市中須町1174-1 0847(45)5011
3812 全森連 全森合認34号 広島県森林組合連合会 広島県 広島市中区上八丁堀8-23 082-228-5111

3813 全市連 全市連340-01 ナイス㈱広島営業所 広島県 広島
3814 広島県木連 広島001 ㈲青原木材 広島県 安芸高田市八千代町下根2754 0826-52-3311
3815 広島県木連 広島002 笠原産業㈱ 広島県 庄原市中本町2丁目11番25号 0824-72-1155

3816 広島県木連 広島003 竹光産業㈲ 広島県 庄原市西本町4丁目5番12号 0824-72-7013
3817 広島県木連 広島004 ㈱山崎木材 広島県 庄原市東城町小奴可214番地2 08477-5-0077
3818 広島県木連 広島005 ㈱小城六右衛門商店 広島県 大竹市玖波2丁目8番6号 0827-57-7001
3819 広島県木連 広島006 丸一チップ㈱ 広島県 大竹市東栄2丁目4番13号 0827-53-2558

3820 広島県木連 広島007 ㈱ザイエンス広島製造所 広島県 廿日市市木材港北8番93号 0829-20-1567
3821 広島県木連 広島008 ㈱スガノ 広島県 広島市南区大州1丁目10番15号 082-282-1411
3822 広島県木連 広島009 千代田林業㈱ 広島県 広島県山県郡北広島町有間869番地1 0826-72-4525
3823 広島県木連 広島010 宏栄産業㈱ 広島県 福山市柳津町4丁目9番11号 0849-33-3444

3824 広島県木連 広島011 山陽木材㈱ 広島県 廿日市市木材港南1番63号 0829-31-4100
3825 広島県木連 広島012 ㈱三協産業 広島県 福山市南松永町4丁目11番14号 0849-33-3371
3826 広島県木連 広島013 串井木材㈱ 広島県 広島市安佐北区可部南5丁目5番25号 082-812-2178
3827 広島県木連 広島014 ㈱谷興 広島県 廿日市市木材港南8番94号 0829-34-3861

3828 広島県木連 広島015 ㈱オベ 広島県 福山市柳津町3丁目4番56号 0849-34-2222
3829 広島県木連 広島016 ㈱小林秀商店 広島県 広島市西区横川町1丁目7番4号 082-231-4293
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3830 広島県森連 佐伯森林組合 広島県 廿日市市津田2013-1 0829-72-0319
3831 広島県森連 太田川森林組合 広島県 山県郡安芸太田町大字上殿261 0826-28-2244
3832 広島県森連 高田郡森林組合 広島県 安芸高田市吉田町吉田734 0826-42-0678

3833 広島県森連 尾三地方森林組合 広島県 尾道市御調町公文208-1 0848-76-0020
3834 広島県森連 甲奴郡森林組合 広島県 府中市上下町字上下2809-1 0847-62-8150
3835 広島県森連 備北森林組合 広島県 庄原市中本町1-20-14 0824-72-5561
3836 広島県森連 西城町森林組合 広島県 庄原市西城町中野1312 0824-82-2158

3837 広島県森連 東城町森林組合 広島県 庄原市東城町受原201-1 08477-4-0002
3838 広島県森連 広島県北部国産材加工協同組合 広島県 三次市西酒屋町久々原1281-1 0824-63-2003
3839 表示推進協 341902 大林産業㈱ 山口県 佐波郡徳地町八坂700番地 0835-56-5005

3840 全森連 全森合認35号 山口県森林組合連合会 山口県 山口市駅通り2-4-17 083-922-1955
3841 山口県木協 山口木協合法第1

号
金井林業 山口県 防府市大字中山432-14 (0835)36-0816

3842 山口県木協 山口木協合法第2
号

宮本材木店 山口県 下松市美里町4丁目5番29号 (0833)41-0314

3843 山口県木協 山口木協合法第3
号

柴田木材㈲ 山口県 萩市大字須佐字寺免700番地 (08387)6-2717

3844 山口県木協 山口木協合法第4
号

㈲殿居製材 山口県 下関市豊田町大字杢路子1284番地 (0837)68-0345

3845 山口県木協 山口木協合法第5
号

㈱小月原木市場 山口県 下関市豊田町大字殿敷字下向807番地の4 (0837)66-2826

3846 山口県木協 山口木協合法第6
号

酒田製材所 山口県 下関市清末五毛1丁目1-13 (0832)82-0349

3847 山口県木協 山口木協合法第7
号

大林産業㈱ 山口県 山口市徳地八坂700番地 (0835)56-5005

3848 山口県木協 山口木協合法第8
号

吉川林産興業㈱ 山口県 岩国市横山二丁目7番6号 (0827)41-0002

3849 山口県木協 山口木協合法第9
号

相川木材総合 山口県 岩国市川西三丁目12番45号 (0827)41-0095

3850 山口県木協 山口木協合法第10
号

徳沢木材㈱ 山口県 宇部市大字川上697番地38 (0836)31-0330

3851 山口県木協 山口木協合法第11
号

小藤木材 山口県 阿武郡阿東町大字生雲西分1007 (083)954-0871

3852 山口県木協 山口木協合法第12
号

山本木材 山口県 阿武郡阿東町大字徳佐下68-3 (083)957-0805

3853 山口県木協 山口木協合法第13
号

工藤林業 山口県 山口市旭通り2丁目9-24 (083)924-2548

3854 山口県木協 山口木協合法第14
号

山陽チップ工業㈱ 山口県 下関市椋野町1丁目21-32 (0832)31-0323

3855 山口県木協 山口木協合法第15
号

興和産業㈱ 山口県 萩市大字須佐4958-13 (08387)6-2026

3856 山口県木協 山口木協合法第16
号

㈲藤田産業 山口県 阿武郡阿東町大字蔵目喜1616-1 (083)954-0205

3857 山口県木協 山口木協合法第17
号

長門チップ工業㈱ 山口県 長門市日置中758-131 (0837)37-2390

3858 山口県木協 山口木協合法第18
号

藤沢木材 山口県 周南市大字安田22-190 (0833)91-1037

3859 山口県木協 山口木協合法第19
号

松浦木材店 山口県 阿武郡阿東町徳佐中3531-57 (083)956-0151

3860 山口県木協 山口木協合法第20
号

池田建設工業㈱ 山口県 阿武郡阿東町徳佐中3193 (083)957-0321

3861 山口県木協 山口木協合法第21
号

小野寅雄 山口県 下関市豊田町大字中村408の7 (0837)66-2325

3862 山口県木協 山口木協合法第22
号

清水健次 山口県 下関市長府安養寺1丁目15-18 (0832)45-2035

3863 山口県木協 山口木協合法第23
号

徳永実 山口県 下関市吉田町2422-5 (0832)82-2648

3864 山口県木協 山口木協合法第24
号

吉村林業 山口県 美祢市東厚保町原1254番地 (0837)58-0177

3865 山口県木協 山口木協合法第25
号

伊藤林業 山口県 下関市菊川町大字下岡枝246 (0832)87-0350

3866 山口県木協 山口木協合法第26
号

杉本林業 山口県 下関市菊川町2772-3 (0832)87-1339

3867 山口県木協 山口木協合法第27
号

小山弘二 山口県 下関市豊田町大字庭田520 (0837)66-0082

3868 山口県木協 山口木協合法第28
号

永野守康 山口県 美祢市大嶺町東分1991-1 (0837)53-0196

3869 山口県木協 山口木協合法第29
号

田辺木材 山口県 宇部市小野6567-1 (0836)64-2716

3870 山口県木協 山口木協合法第30
号

花田林業 山口県 美祢郡秋芳町大字嘉万2719-4 (08376)5-2820

3871 山口県木協 山口木協合法第31
号

木原林業 山口県 美祢郡美東町大字絵堂148 (08396)2-0930

3872 山口県木協 山口木協合法第32
号

㈱ウベモク 山口県 宇部市西平原3丁目2番22号 (0836)33-2111

3873 山口県木協 山口木協合法第33
号

縄田産業㈱ 山口県 宇部市大字東岐波863-3 (0836)58-2323

3874 山口県木協 山口木協合法第34
号

㈱よしの 山口県 美祢市大嶺町東分362番地 (0837)52-0720

3875 山口県木協 山口木協合法第35
号

石田木材 山口県 下関市豊浦町大字黒井下北岡2172-4 (0837)74-1067

3876 山口県木協 山口木協合法第36
号

福谷産業㈱ 山口県 周南市岐南町8-31 (0834)21-1408

3877 山口県森連 山森合認第1号 錦川森林組合 山口県 岩国市天尾1000-5 0827-37-0370
3878 山口県森連 山森合認第2号 山口県東部森林組合 山口県 岩国市周東町下久原1036番地の4 0827-84-2111
3879 山口県森連 山森合認第3号 周南森林組合 山口県 周南市大字須々万本郷1153-3 0834-88-0039
3880 山口県森連 山森合認第4号 光大和森林組合 山口県 光市中央5丁目12-1 0833-72-4190

3881 山口県森連 山森合認第5号 山口中央森林組合 山口県 山口市大字大内長野1978 083-941-0041
3882 山口県森連 山森合認第6号 カルスト森林組合 山口県 美祢市大嶺町東分418-1 08375-2-3332
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3883 山口県森連 山森合認第7号 山口県西部森林組合 山口県 下関市豊田町大字中村853-1 08376-6-0180
3884 山口県森連 山森合認第8号 阿武萩森林組合 山口県 萩市大字福井下307-1 0838-52-0260
3885 山口県森連 山森合認第9号 阿東町森林組合 山口県 阿武郡阿東町大字徳佐下33-4 08395-6-0600

3886 NPC ＮＰＣ（認）第
0012号

住友林業クレスト㈱小松島事業
所

徳島県 小松島市横須町5番38号

3887 表示推進協 356001 エヌ・アンド・イ-㈱ 徳島県 小松島市和田津開町字北395番地6 08853-7-1153
3888 全天連 全天連第022号 岡部興業（株） 徳島県 阿南市橘町中尾32 088(427)0087

3889 全天連 全天連第023号 （有）小浜商会 徳島県 徳島市三軒屋町外23-2 088(669)4581
3890 全天連 全天連第147号 （有）丸共ツキ板商会 徳島県 徳島市城東町1-8-15 088(664)1818
3891 全天連 全天連第152号 来宝綜合銘木工業(株) 徳島県 徳島市不動北町2-2066-2 088(631)5020

3892 全森連 全森合認36号 徳島県森林組合連合会 徳島県 徳島市かちどき橋1-41 088-622-8158
3893 全市連 全市連360-01 大一木材㈱ 徳島県 徳島
3894 全市連 全市連360-02 （株）ゲンボク 徳島県 徳島
3895 全市連 全市連360-03 丸幸産業㈱ 徳島県 徳島

3896 全市連 全市連360-04 徳島中央木材市場 徳島県 徳島
3897 日合連 JPMA06-403 住友林業クレスト㈱小松島事業

所
徳島県 小松島市横須町5番38号

3898 日集協 46 多田工業㈱ 徳島県 徳島市津田海岸町3-41 088-662-2875

3899 徳島県木協 徳木機構第01号 日和佐森林組合 徳島県 海部郡美波町奥河内字弁財天5-1 0884-77-0877
3900 徳島県木協 徳木機構第02号 海部森林組合 徳島県 海部郡海陽町吉野字小松9-5 0884-73-3271
3901 徳島県木協 徳木機構第03号 阿南市森林組合 徳島県 阿南市福井町大西150 0884-34-3780
3902 徳島県木協 徳木機構第04号 鷲敷町森林組合 徳島県 那賀郡那賀町和食郷字南川19-3 0884-62-1121

3903 徳島県木協 徳木機構第05号 木頭森林組合 徳島県 那賀郡那賀町大戸字春森36 0884-66-0016
3904 徳島県木協 徳木機構第06号 徳島中央森林組合 徳島県 名西郡神山町神領字西上角39 088-676-0034
3905 徳島県木協 徳木機構第07号 鳴門市森林組合 徳島県 鳴門市撫養町南浜字東浜170 088-684-1154
3906 徳島県木協 徳木機構第08号 板野郡森林組合 徳島県 阿波市宮川内字広坪5-8 088-695-2009

3907 徳島県木協 徳木機構第09号 阿波麻植森林組合 徳島県 吉野川市川島町桑村2439-1 0883-25-3947
3908 徳島県木協 徳木機構第10号 美馬郡北部森林組合 徳島県 美馬市脇町字小星700-1 0883-52-3302
3909 徳島県木協 徳木機構第11号 美馬南部森林組合 徳島県 美馬市穴吹町三島字三谷303 0883-53-8970

3910 徳島県木協 徳木機構第12号 三好西部森林組合 徳島県 三好市山城町西字1216 0883-84-1310
3911 徳島県木協 徳木機構第13号 三好東部森林組合 徳島県 三好市三野町加茂野宮156-4 0883-77-2014
3912 徳島県木協 徳木機構第14号 ㈱佐-木材木店 徳島県 阿南市那賀川町赤池242-6 0884-42-1126
3913 徳島県木協 徳木機構第15号 ㈲西野商店 徳島県 阿南市那賀川町西原364 0884-42-0424

3914 徳島県木協 徳木機構第16号 中千木材㈲ 徳島県 阿南市羽ノ浦町古庄下向9-1 0884-44-2025
3915 徳島県木協 徳木機構第17号 ㈲徳島製材所 徳島県 阿南市原ヶ崎町居屋敷190 0884-22-2105
3916 徳島県木協 徳木機構第18号 ㈱アルボレックス 徳島県 阿南市原ヶ崎町居屋敷71 0884-22-1320
3917 徳島県木協 徳木機構第19号 那賀川すぎ共販（協） 徳島県 阿南市那賀川町西原443 0884-44-1004

3918 徳島県木協 徳木機構第20号 ㈲平井製材所 徳島県 那賀郡那賀町谷内字中分54 08846-2-1005
3919 徳島県木協 徳木機構第21号 ㈲中野製材所 徳島県 那賀郡那賀町仁宇字王子前5 08846-2-1259
3920 徳島県木協 徳木機構第22号 高木林業㈲ 徳島県 那賀郡那賀町水崎字兎の薮19 08846-6-0405
3921 徳島県木協 徳木機構第23号 新丹生谷製材（協） 徳島県 那賀郡那賀町中山字黒沢東谷5 08846-2-1888

3922 徳島県木協 徳木機構第24号 西徳木材㈱ 徳島県 三好市池田町中西ナガウチ274-1 0883-74-0911
3923 徳島県木協 徳木機構第25号 ㈲峯川製材所 徳島県 三好市池田町シンマチ1509 0883-72-0163
3924 徳島県木協 徳木機構第26号 ㈲山口製材所 徳島県 三好市池田町中西ナガノ327-1 0883-74-0119
3925 徳島県木協 徳木機構第27号 ㈲大谷製材所 徳島県 三好市山城町下川42-3 0883-86-1181

3926 徳島県木協 徳木機構第28号 讃和工業所 徳島県 三好郡東みよし町加茂3340 0883-82-2022
3927 徳島県木協 徳木機構第29号 四国中央木材（協） 徳島県 三好市池田町中西ナガウチ274-1 0883-74-0911
3928 徳島県木協 徳木機構第30号 （協）徳島サンライフ21 徳島県 三好市池田町中西ナガウチ274-1 0883-74-0911
3929 徳島県木協 徳木機構第31号 ㈲新和製材 徳島県 那賀郡那賀町海川字カケイ9-1 08846-7-0709

3930 徳島県木協 徳木機構第32号 ㈲中島製材 徳島県 阿南市那賀川町上福井橋本1-8 0884-42-1887
3931 徳島県木協 徳木機構第33号 三好木材ｾﾝﾀ-事業（協） 徳島県 三好市三野町加茂野宮156-1 0883-77-4311
3932 徳島県木協 徳木機構第34号 美馬郡木材（協） 徳島県 美馬市穴吹町三島字舞中島1501-3 0883-52-4430

3933 徳島県木協 徳木機構第35号 ㈱ゲンボク 徳島県 徳島市中昭和町1丁目3 088-653-0106
3934 徳島県木協 徳木機構第36号 大一木材㈱ 徳島県 徳島市東沖ノ洲2丁目20 088-664-6333
3935 徳島県木協 徳木機構第37号 丸幸産業㈱ 徳島県 徳島市寺島本町西1-55 088-602-0511
3936 徳島県木協 徳木機構第38号 ㈱徳島中央木材市場 徳島県 徳島市南田宮2丁目2-46 088-631-5651

3937 徳島県木協 徳木機構第39号 ㈱もくさん 徳島県 勝浦郡上勝町大字福原字下日浦7-1 08854-6-0693
3938 徳島県木協 徳木機構第40号 関口製材㈱ 徳島県 徳島市津田海岸町3-35 088-662-4007
3939 徳島県木協 徳木機構第41号 橋本木材㈲ 徳島県 徳島市津田海岸町2-129 088-663-2757
3940 徳島県木協 徳木機構第42号 徳島製材団地(協) 徳島県 徳島市津田海岸町5-13 088-662-2326

3941 徳島県木協 徳木機構第43号 那賀川林材工業（協） 徳島県 徳島市津田海岸町4-50 088-662-5203
3942 徳島県木協 徳木機構第44号 中本林業㈱ 徳島県 阿波市土成字美緑43 088-695-3737
3943 徳島県木協 徳木機構第45号 (社）徳島県林業公社 徳島県 徳島市南庄町5丁目69 088-634-3155
3944 徳島県木協 徳木機構第46号 丸上木材協同組合 徳島県 勝浦郡上勝町大字旭字中村186 08854-6-0224

3945 徳島県木協 徳木機構第47号 ㈱鈴木商店 徳島県 徳島市津田海岸町6-9 088-662-2221
3946 徳島県木協 徳木機構第48号 ㈲市川材木店 徳島県 阿波市柿原字谷87-2 088-696-2203
3947 徳島県木協 徳木機構第49号 オリジン㈱ 徳島県 阿波市西条字原市205 -
3948 徳島県木協 徳木機構第50号 日新商事㈱ 徳島県 阿南市橘町豊浜23 0884-27-0039

3949 徳島県木協 徳木機構第51号 野田産業㈲ 徳島県 海部郡美波町奥河内字弁財天75-1 0884-77-1215
3950 徳島県木協 徳木機構第52号 ㈲時本製材所 徳島県 勝浦郡勝浦町大字中角字長田48-5 08854-2-3061
3951 徳島県木協 徳木機構第53号 ㈲小林木材 徳島県 徳島市津田海岸町1125 088-663-1682
3952 徳島県木協 徳木機構第54号 ㈲伊原製材所 徳島県 三好郡東みよし町加茂2842 0883-82-2030

3953 徳島県木協 徳木機構第55号 カクモトミル 徳島県 阿南市橘町新田10-26
3954 日合商 四国-0001 大栄産業㈱ 香川県 高松市木太町1475番地1
3955 日合商 四国-0004 ㈱オハラ 香川県 高松市多肥上町557番地1

3956 日合商 四国-0005 西日本建材㈱ 香川県 高松市太田上町169番地1
3957 NPC ＮＰＣ（認）第

0001号
大倉工業㈱詫間工場 香川県 三豊市詫間町詫間2102番地4

3958 NPC ＮＰＣ（認）第
0026号

南海プライウッド㈱志度工場 香川県 さぬき市志度5388

3959 日木輸 輸入協-035 清水木材㈱ 香川県 丸亀市蓬莱町3-4丸亀工場
3960 全森連 全森合認37号 香川県森林組合連合会 香川県 高松市中野町23-2 087-861-4352
3961 全市連 全市連370-01 （有）栗林木材市場 香川県 香川

3962 全市連 全市連370-02 ㈱太洋木材市場 香川県 香川
3963 全市連 全市連370-03 大倉工業㈱高松営業所 香川県 香川
3964 全市連 全市連370-04 大倉工業㈱観音寺出張所 香川県 香川
3965 日集協 67 清水木材㈱丸亀工場 香川県 丸亀市蓬莱町3-4 0877-25-1111

3966 香川県木協 1 青木林産工業（株） 香川県 さぬき市志度
3967 香川県木協 2 金藤木材工業（株） 香川県 さぬき市長尾西
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3968 香川県木協 3 川北木材（株） 香川県 さぬき市大川町
3969 香川県木協 4 桑島林産工業（株） 香川県 東かがわ市三本松
3970 香川県木協 5 （株）佐藤製材所 香川県 さぬき市大川町

3971 香川県木協 7 （株）安西木材店 香川県 木田郡三木町
3972 香川県木協 8 （有）入谷木材 香川県 木田郡三木町
3973 香川県木協 9 丸三木材店 香川県 木田郡三木町
3974 香川県木協 10 （株）溝渕材木店 香川県 木田郡三木町

3975 香川県木協 11 丸島産業（株） 香川県 小豆郡土庄町
3976 香川県木協 12 石丸産業（株） 香川県 高松市朝日町
3977 香川県木協 13 川田木材（株） 香川県 高松市林町

3978 香川県木協 14 （有）柏原木材商行 香川県 高松市春日町
3979 香川県木協 15 （有）管納材木店 香川県 高松市林町
3980 香川県木協 16 栗材木店 香川県 高松市錦町
3981 香川県木協 17 小西材木店 香川県 高松市井口町

3982 香川県木協 18 高登産業（有） 香川県 高松市郷東町
3983 香川県木協 19 佐々木材木店 香川県 高松市上林町
3984 香川県木協 20 白井木材（有） 香川県 高松市木太町
3985 香川県木協 21 太洋木材（株） 香川県 高松市観光通

3986 香川県木協 22 （株）多田木材店 香川県 高松市西宝町
3987 香川県木協 23 （有）中央木材 香川県 高松市東山崎町
3988 香川県木協 24 ティンバーイシマル 香川県 高松市今里町
3989 香川県木協 25 南海プライウッド（株） 香川県 高松市松福町

3990 香川県木協 26 （株）野崎材木店 香川県 高松市川島本町
3991 香川県木協 27 藤井木材（株） 香川県 高松市木太町
3992 香川県木協 28 （株）松高木材店 香川県 高松市福岡町
3993 香川県木協 29 （株）松岡商店 香川県 高松市郷東町

3994 香川県木協 30 （有）丸尾製材所 香川県 高松市紙町
3995 香川県木協 31 （株）マルトク 香川県 高松市郷東町
3996 香川県木協 32 三木木材（株） 香川県 さぬき市昭和

3997 香川県木協 33 和田木材（株） 香川県 高松市松縄町
3998 香川県木協 34 坪井木材（有） 香川県 高松市牟礼町
3999 香川県木協 35 （有）赤松製材所 香川県 高松市塩江町
4000 香川県木協 36 讃州銘木工業 香川県 高松市香川町

4001 香川県木協 37 （有）竹内製材所 香川県 高松市塩江町
4002 香川県木協 38 （有）東原木材 香川県 高松市香川町
4003 香川県木協 39 丸川産業（株） 香川県 高松市香川町
4004 香川県木協 40 岡材木店 香川県 綾歌郡綾川町

4005 香川県木協 41 （株）笠井材木店 香川県 綾歌郡宇多津町
4006 香川県木協 42 香川県木材産業協同組合 香川県 高松市郷東町
4007 香川県木協 43 （有）島田製材所 香川県 丸亀市飯山町
4008 香川県木協 44 竹林木材（有） 香川県 坂出市林田町

4009 香川県木協 45 大日本木材防腐（株）四国工場 香川県 坂出市昭和町
4010 香川県木協 46 （有）中條製材所 香川県 坂出市白金町
4011 香川県木協 47 日讃木材（株） 香川県 坂出市加茂町
4012 香川県木協 48 （株）浜崎 香川県 坂出市林田町

4013 香川県木協 49 マルサン商事 香川県 坂出市林田町
4014 香川県木協 50 三野製材所 香川県 坂出市高屋町
4015 香川県木協 51 山一木材（株） 香川県 丸亀市綾歌町
4016 香川県木協 52 大谷木材産業（株） 香川県 丸亀市土器町

4017 香川県木協 53 讃岐木材（合） 香川県 丸亀市西本町
4018 香川県木協 54 清水木材（株） 香川県 丸亀市蓬莱町
4019 香川県木協 55 曽根材木店 香川県 丸亀市郡家町

4020 香川県木協 56 （有）香川木材 香川県 善通寺市金蔵寺町
4021 香川県木協 57 （有）清製材所 香川県 仲多度郡まんのう町
4022 香川県木協 58 （有）枝園材木店 香川県 仲多度郡琴平町
4023 香川県木協 59 （株）高橋製材所 香川県 仲多度郡まんのう町

4024 香川県木協 60 （有）林材木店 香川県 仲多度郡琴平町
4025 香川県木協 61 （有）七箇工業 香川県 仲多度郡まんのう町
4026 香川県木協 62 （有）森池材木店 香川県 善通寺市上吉田町
4027 香川県木協 63 （有）石井材木店 香川県 三豊市高瀬町

4028 香川県木協 64 ウッディオノ（株） 香川県 三豊市高瀬町
4029 香川県木協 65 （有）清水銘木店 香川県 観音寺市昭和町
4030 香川県木協 66 高井材木店 香川県 観音寺市原町
4031 香川県木協 67 （有）高橋材木店 香川県 三豊市財田町

4032 香川県木協 68 （株）堀口林業 香川県 観音寺市大野原町
4033 香川県木協 69 （株）みやたけ 香川県 三豊市高瀬町
4034 香川県木協 70 銘木三野林業（有） 香川県 三豊市財田町
4035 香川県木協 71 （有）森宗材木店 香川県 観音寺市大野原町

4036 香川県木協 72 （株）モリヤ 香川県 観音寺市大野原町
4037 香川県木協 73 （有）矢野材木店 香川県 三豊市詫間町
4038 香川県木協 74 （有）山田材木店 香川県 三豊市詫間町
4039 香川県木協 75 山中木材（株） 香川県 観音寺市豊浜町

4040 香川県木協 76 榎材木店 香川県 高松市東山崎町
4041 香川県木協 77 西村ジョイ（株） 香川県 高松市成合町
4042 香川県木協 78 星川林材工業（株）高松出張所 香川県 高松市通町

4043 香川県木協 79 丸吉木材（有） 香川県 高松市伏石町
4044 香川県木協 80 宮武産商（株） 香川県 高松市香西北町
4045 香川県木協 81 LUMBER.SHOPタカヤマ 香川県 高松市林町
4046 香川県木協 82 （有）須田木材 香川県 綾歌郡綾川町

4047 香川県木協 83 （有）久保田材木店 香川県 観音寺市粟井町
4048 香川県木協 84 （有）小林製材所 香川県 観音寺市中田井町
4049 香川県木協 85 近藤材木店 香川県 三豊市財田町
4050 香川県木協 86 （有）高瀬木材 香川県 三豊市高瀬町

4051 香川県木協 87 （有）西島木材 香川県 三豊市豊中町
4052 香川県木協 88 佐伯製材（株） 香川県 高松市福岡町
4053 香川県木協 89 （有）十河住建 香川県 高松市川部町
4054 香川県木協 90 高橋木材（株） 香川県 高松市高松町

4055 香川県木協 91 （株）辰馬製材所 香川県 高松市郷東町
4056 香川県木協 92 （有）樋口木材 香川県 高松市国分寺町
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4057 香川県木協 93 オークラウッド（株） 香川県 丸亀市昭和町
4058 香川県木協 94 （有）勝間木材 香川県 三豊市高瀬町
4059 香川県木協 95 銘木のニシジマ 香川県 三豊市豊中町

4060 香川県森連 香川東部森林組合 香川県 さぬき市寒川町石田東甲1708-2 0879-43-0588
4061 香川県森連 香川西部森林組合 香川県 仲多度郡まんのう町炭所西670 0877-79-3120
4062 香川県森連 塩江町森林組合 香川県 高松市塩江町安原下第2号1645 087-897-0902
4063 香川県森連 仲南町森林組合 香川県 仲多度郡まんのう町生間415-5 0877-77-2008

4064 香川県森連 土庄町森林組合 香川県 小豆郡土庄町甲559-2 0879-62-7007
4065 日合商 四国-0002 ㈱田坂若水 愛媛県 新居浜市若水町2丁目2番7号
4066 日合商 四国-0003 ㈱鴨川商店 愛媛県 今治市旭町3丁目4番地17

4067 表示推進協 371001 ㈱瓜守材木店 愛媛県 新居浜市黒島939-47 0897-46-2222
4068 全天連 全天連第061号 翠化粧合板 愛媛県 宇和島市坂下津日振新田407-101 089(525)0297
4069 全天連 全天連第148号 久万銘木（株） 愛媛県 松山市三津2-6-59 089(951)2518
4070 全森連 全森合認38号 愛媛県森林組合連合会 愛媛県 松山市三番町4-4-1 089-941-0164

4071 全市連 全市連380-01 ㈱松山原木相互市場 愛媛県 愛媛
4072 全市連 全市連380-02 大木坑木㈲ 愛媛県 愛媛
4073 全市連 全市連380-03 ナイス㈱松山営業所 愛媛県 愛媛
4074 全素協 全素協-089 愛媛県素材生産業協同組合 愛媛県 松山市大橋町312-1（株）松山原木相互市場 089-963-4527

4075 日集協 7 ㈱サイプレス・スナダヤ 愛媛県 西条市小松町新屋敷甲1171-1 0898-72-2421
4076 日集協 37 住友林業クレスト㈱新居浜事業

所
愛媛県 新居浜市磯浦町16-1 0897-33-7625

4077 日集協 80 河野興産㈱丹原工場 愛媛県 西条市丹原町関屋甲424-1 0898-75-3100

4078 愛媛県木協 愛媛県木協01号 ㈲成瀬製材所 愛媛県 松山市高岡町451-1 089-973-0762
4079 愛媛県木協 愛媛県木協02号 ㈱日吉原木市場 愛媛県 北宇和郡鬼北町上鍵山523 0895-44-2822
4080 愛媛県木協 愛媛県木協03号 愛媛林産商事㈱ 愛媛県 松山市西垣生町1728-3 089-972-0303
4081 愛媛県木協 愛媛県木協04号 ㈱大洲製材所 愛媛県 大洲市徳森字渡り1383 0893-25-5114

4082 愛媛県木協 愛媛県木協05号 冨岡製材㈱ 愛媛県 伊予市宮下746-1 089-982-1399
4083 愛媛県木協 愛媛県木協06号 向井木材㈱ 愛媛県 大洲市新谷乙313-1 0893-25-0050
4084 愛媛県木協 愛媛県木協07号 ヤマキ産業㈱ 愛媛県 八幡浜市保内町川之石1番耕地236 0894-36-0501

4085 愛媛県木協 愛媛県木協08号 白石木材商工㈱ 愛媛県 西条市喜多川209番地1 0897-55-4450
4086 愛媛県木協 愛媛県木協09号 鶴居産業㈱ 愛媛県 松山市西垣生町1885 089-971-5111
4087 愛媛県木協 愛媛県木協10号 ㈲森銘木 愛媛県 西条市小松町新屋敷甲1352-2 0898-72-4423
4088 愛媛県木協 愛媛県木協11号 ㈱ﾗﾝﾍﾞｯｸｽ愛媛 愛媛県 松山市南吉田町2455番地 089-971-3044

4089 愛媛県木協 愛媛県木協12号 葛川製材㈲ 愛媛県 北宇和郡鬼北町大字川上1699 0895-48-0406
4090 愛媛県木協 愛媛県木協13号 ㈲堀本製材所 愛媛県 西宇和郡伊方町二名津116 0894-54-0604
4091 愛媛県木協 愛媛県木協14号 ㈲森田材木店 愛媛県 喜多郡内子町内子3342 0893-44-4846
4092 愛媛県木協 愛媛県木協15号 ㈲美川木材 愛媛県 松山市南高井町1802 089-976-7426

4093 愛媛県木協 愛媛県木協16号 ㈲マルヨシ 愛媛県 八幡浜市若山2番耕地15番地 0894-24-4331
4094 愛媛県木協 愛媛県木協17号 ㈱黒川木材 愛媛県 大洲市長浜町拓海3-8 0893-52-1200
4095 愛媛県木協 愛媛県木協18号 ㈲鈴木製材所 愛媛県 四国中央市上分町710 0896-58-3029
4096 愛媛県木協 愛媛県木協19号 向井工業㈱ 愛媛県 大洲市長浜町拓海3-9 0893-25-0050

4097 愛媛県木協 愛媛県木協20号 ㈱程内製材所 愛媛県 鬼北町大字川上496 0895-48-0201
4098 愛媛県木協 愛媛県木協21号 ㈱日野相互製材所 愛媛県 伊予市下吾川1626-1 089-982-0838
4099 愛媛県木協 愛媛県木協22号 ㈱大西製材 愛媛県 伊予市下吾川馬塚985 089-982-0424
4100 愛媛県木協 愛媛県木協23号 ㈲下田興産 愛媛県 西予市宇和町大江向イ77 0894-62-9771

4101 愛媛県木協 愛媛県木協24号 日之本木工㈲ 愛媛県 松山市片山甲209 089-993-1929
4102 愛媛県木協 愛媛県木協25号 丸五興産㈱ 愛媛県 松山市六軒家町3-24 089-925-1241
4103 愛媛県森連 愛森連合認001 宇摩森林組合 愛媛県 四国中央市具定町486番地 0896-24-2775
4104 愛媛県森連 愛森連合認002 新居森林組合 愛媛県 西条市大町1211番地 0897-56-0180

4105 愛媛県森連 愛森連合認003 周桑森林組合 愛媛県 西条市丹原町池田1561番地3 0898-68-7831
4106 愛媛県森連 愛森連合認004 越智今治森林組合 愛媛県 今治市玉川町法界寺甲114番地1 0898-55-2001
4107 愛媛県森連 愛森連合認005 松山流域森林組合 愛媛県 東温市大字上村甲685番地1 089-964-2011

4108 愛媛県森連 愛森連合認006 砥部町森林組合 愛媛県 伊予郡砥部町総津1122番地 089-969-2006
4109 愛媛県森連 愛森連合認007 伊予森林組合 愛媛県 伊予市中山町中山丑167番地3 089-967-0019
4110 愛媛県森連 愛森連合認008 久万広域森林組合 愛媛県 上浮穴郡久万高原町久万265番地3 0892-21-1255
4111 愛媛県森連 愛森連合認009 内子町森林組合 愛媛県 喜多郡内子町五百木186番地2 0893-44-3118

4112 愛媛県森連 愛森連合認010 大洲市森林組合 愛媛県 大洲市菅田町菅田甲1954番地42 0893-25-4030
4113 愛媛県森連 愛森連合認011 八西森林組合 愛媛県 八幡浜市字吉井785番地1 0894-22-0496
4114 愛媛県森連 愛森連合認012 西予市森林組合 愛媛県 西予市野村町野村10号466番地2 0894-72-0075
4115 愛媛県森連 愛森連合認013 南予森林組合 愛媛県 北宇和郡鬼北町大字永野市221番地 0895-45-0814

4116 愛媛県森連 愛森連合認014 日吉森林組合 愛媛県 北宇和郡鬼北町大字上大野340番地 0895-44-2216
4117 愛媛県森連 愛森連合認015 南宇和森林組合 愛媛県 南宇和郡愛南町城辺甲1534番地1 0895-72-1842
4118 全銘連 全銘連（土佐）第

1号
協同組合土佐銘木センタ- 高知県 安芸郡田野町2709番地

4119 表示推進協 389001 ㈱土佐龍 高知県 須崎市浦ノ内東分2830番地 0889-49-0111
4120 全森連 全森合認39号 高知県森林組合連合会 高知県 高知市本町4-1-35 088-822-5101
4121 全市連 全市連390-01 高知県林材㈱ 高知県 高知
4122 全市連 全市連390-02 ㈱ゲンボク市場 高知県 高知

4123 全素協 全素協-088 高知県素材生産業協同組合連合
会

高知県 高知市小倉町2番8号 088-883-8504

4124 日集協 18 富士木材㈱ 高知県 高知市仁井田字朝日ヶ丘4668 0888-47-0133
4125 高知県木協 18-1 協同組合ドライウッド土佐会 高知県 高知市小倉町2-8 088-883-8810

4126 高知県木協 18-2 丸和林業㈱ 高知県 高知市知寄町3-303 088-882-6155
4127 高知県木協 18-3 ㈲山崎製材所 高知県 香美市物部村大栃1087 0887-58-2260
4128 高知県木協 18-4 東和林産興業㈱ 高知県 安芸郡安田町安田86-1 0887-38-6211

4129 高知県木協 18-5 ㈲中成木材工業 高知県 高岡郡津野町北川4965 0889-62-2158
4130 高知県木協 18-6 池川林材㈱ 高知県 吾川郡仁淀川町土居甲167-1 0889-34-2101
4131 高知県木協 18-7 岡村林産㈲ 高知県 長岡郡本山町本山843 0887-76-3178
4132 高知県木協 18-8 梼原林産 高知県 高岡郡梼原町梼原1412 0889-65-1061

4133 高知県木協 18-9 ㈲関西木材建設 高知県 高岡郡四万十町大正710-4 0880-27-0209
4134 高知県木協 18-10 黒岩工業㈱ 高知県 香美市土佐山田町宝町5-5-2 0887-53-2131
4135 高知県木協 18-11 橋田商店 高知県 高岡郡津野町姫野-313 0889-55-2052
4136 高知県木協 18-12 大成木材工業㈱ 高知県 四万十市上ノ土居1435 0880-37-0411

4137 高知県木協 18-13 溝渕林産興業㈱ 高知県 南国市双葉台5-1 088-862-2244
4138 高知県木協 18-14 嶺北木材協同組合 高知県 高岡郡本山町寺家80-1 0887-82-1055
4139 高知県木協 18-15 戸田商行 高知県 土佐市本村580 088-855-0426
4140 高知県木協 18-16 森昭木材㈱ 高知県 土佐郡土佐町境5 0887-82-1818

4141 高知県木協 18-17 ㈲丸弘製材所 高知県 高知市北本町4-2-61 088-862-3030
4142 高知県木協 18-18 ㈱キプロ 高知県 南国市双葉台18 088-804-8228
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4143 高知県木協 18-19 平井製材 高知県 土佐清水市三崎1486 08808-5-0102
4144 高知県木協 18-20 井上製材㈱ 高知県 高岡郡四万十町替坂本17 0880-22-8731
4145 高知県木協 18-21 ㈲山嘉商店 高知県 安芸市矢ノ丸2-3-2 0887-35-2916

4146 高知県森連 高森合認1号 芸東森林組合 高知県 室戸市吉良川町甲3947-210 0887-24-5002
4147 高知県森連 高森合認2号 北川村森林組合 高知県 安芸郡北川村大字野友甲1563-3 0887-38-4311
4148 高知県森連 高森合認3号 馬路村森林組合 高知県 安芸郡馬路村馬路3744 08874-4-2201
4149 高知県森連 高森合認4号 安田町森林組合 高知県 安芸郡安田町大字正弘694-1 0887-39-2244

4150 高知県森連 高森合認5号 安芸市森林組合 高知県 安芸市矢ノ丸1丁目5-28 0887-34-3508
4151 高知県森連 高森合認6号 香美森林組合 高知県 香美市香北町美良布1100 0887-59-2004
4152 高知県森連 高森合認7号 物部森林組合 高知県 香美市物部町大栃1458-4 0887-34-3508

4153 高知県森連 高森合認8号 大豊町森林組合 高知県 長岡郡大豊町杉1079 0887-72-0123
4154 高知県森連 高森合認9号 本山町森林組合 高知県 長岡郡本山町本山794-8 0887-76-2051
4155 高知県森連 高森合認10号 土佐町森林組合 高知県 土佐郡土佐町土居26-1 0887-82-0140
4156 高知県森連 高森合認11号 大川村森林組合 高知県 土佐郡大川村小松28-6 0887-84-2314

4157 高知県森連 高森合認12号 高知市森林組合 高知県 高知市鏡小浜8 088-896-2500
4158 高知県森連 高森合認13号 高知中央森林組合 高知県 吾川郡いの町小川東津賀才84-1 088-867-2221
4159 高知県森連 高森合認14号 仁淀川森林組合 高知県 吾川郡仁淀川町大崎270-3 0889-35-0240
4160 高知県森連 高森合認15号 須崎地区森林組合 高知県 須崎市安和925 0889-43-0030

4161 高知県森連 高森合認16号 津野町森林組合 高知県 高岡郡津野町力石2878 0889-62-3121
4162 高知県森連 高森合認17号 梼原町森林組合 高知県 高岡郡梼原町広野647 0889-65-0121
4163 高知県森連 高森合認18号 窪川町森林組合 高知県 高岡郡四万十町古市町10-14 0880-22-0305
4164 高知県森連 高森合認19号 大正町森林組合 高知県 高岡郡四万十町大正475-2 0880-27-0119

4165 高知県森連 高森合認20号 四万十中央森林組合 高知県 高岡郡四万十町昭和672-3 0880-28-5212
4166 高知県森連 高森合認21号 西土佐村森林組合 高知県 四万十市西土佐江川崎2180 0880-52-1152
4167 高知県森連 高森合認22号 幡東森林組合 高知県 幡多郡黒潮町熊井346-8 0880-55-2021
4168 高知県森連 高森合認23号 中村市森林組合 高知県 四万十市佐岡415-5 0880-34-2233

4169 高知県森連 高森合認24号 三原村森林組合 高知県 幡多郡三原村来栖野346 0880-46-2436
4170 高知県森連 高森合認25号 土佐清水市森林組合 高知県 土佐清水市汐見町4-5 0880-82-1010
4171 高知県森連 高森合認26号 大月町森林組合 高知県 幡多郡大月町弘見2045-2 0880-73-0065

4172 高知県森連 高森合認27号 宿毛市森林組合 高知県 宿毛市和田1244-1 0880-63-3151
4173 高知県森連 高森合認28号 溝渕林業(株) 高知県
4174 高知県森連 高森合認29号 清水産業(株) 高知県
4175 高知県森連 高森合認30号 (株)エコアス馬路村 高知県

4176 高知県森連 高森合認31号 ㈲ヤマコ林業 高知県
4177 高知素生連 高素連-1801 ㈲式地林業 高知県 高岡郡津野町船戸2994-6(事務所)780-0928高

知市越前町2丁目6-18
0889-62-3637

4178 高知素生連 高素連-1802 石川産業㈲ 高知県 吾川郡いの町高藪224-8 088-869-2126

4179 高知素生連 高素連-1803 ㈲寺田林業 高知県 宿毛市橋上町坂本345 0880-64-0014
4180 高知素生連 高素連-1804 佐竹林業 高知県 四万十市竹屋敷69-2 0880-32-1214
4181 高知素生連 高素連-1805 徳弘木材㈲ 高知県 土佐市高岡町乙3491-11 088-852-2213
4182 高知素生連 高素連-1806 ㈲丸金商店 高知県 須崎市下分乙1858 0889-42-8899

4183 高知素生連 高素連-1807 福留林業㈲ 高知県 高知市介良乙1464-7 088-860-6890
4184 高知素生連 高素連-1808 ㈱高知林業 高知県 高知市神田968-1 088-833-2281
4185 高知素生連 高素連-1809 ㈲吉川林業 高知県 長岡郡大豊町立川下名1513-3 0887-78-0206
4186 高知素生連 高素連-1810 ㈲小松林材 高知県 安芸市川北甲5803-13 0887-34-3671

4187 高知素生連 高素連-1811 阿部林産 高知県 四万十市西土佐江川2702 0880-52-2197
4188 高知素生連 高素連-1812 沖本林業 高知県 四万十市右山天神町2-4 0880-35-5638
4189 高知素生連 高素連-1813 しまんと林産企業組合 高知県 高岡郡四万十町大正230-8 0880-27-0231
4190 高知素生連 高素連-1814 四国林産㈱ 高知県 高知市東雲町5-6 088-883-9333

4191 高知素生連 高素連-1815 四万十林業 高知県 高岡郡四万十町昭和703-1 0880-28-5277
4192 高知素生連 高素連-1816 別役林業企業組合 高知県 安芸市別役259 0887-36-2176
4193 高知素生連 高素連-1817 ㈲伊藤林業 高知県 吾川郡いの町上八川甲6079 088-867-2440

4194 高知素生連 高素連-1818 松尾林業 高知県 吾川郡いの町小川樅ノ木山197 088-868-2859
4195 高知素生連 高素連-1819 ㈲川邑木材 高知県 吾川郡いの町上八川丙833 088-867-2217
4196 高知素生連 高素連-1820 伊藤木材 高知県 吾川郡いの町下八川乙1010 088-867-2503
4197 高知素生連 高素連-1821 瀧石木材 高知県 吾川郡いの町小川新別1042-2 088-868-2176

4198 高知素生連 高素連-1822 西森林業 高知県 吾川郡仁淀川町百川内284-6 0889-34-6223
4199 高知素生連 高素連-1823 西内木材㈲ 高知県 吾川郡いの町清水下分2700-10 088-867-3100
4200 高知素生連 高素連-1824 國友商事㈱ 高知県 吾川郡いの町小川東津賀才206-2 088-867-2544
4201 高知素生連 高素連-1825 ㈱高知官材 高知県 高知市朝倉甲259-26 088-840-3226

4202 高知素生連 高素連-1826 ㈲沖田産業 高知県 高岡郡梼原町田野-733(事務所)780-0976高知
市みづき2丁目1012

0889-68-0406

4203 高知素生連 高素連-1827 濱田林業 高知県 高知市上本宮町220 088-844-3008
4204 高知素生連 高素連-1828 ㈲川井木材 高知県 長岡郡本山町北山甲527 0887-76-2127

4205 高知素生連 高素連-1829 福本造林㈲ 高知県 安芸市花園町2番29号 0887-34-3453
4206 高知素生連 高素連-1830 池川林産(企) 高知県 吾川郡仁淀川町竹ノ谷1043番地 0889-34-3227
4207 日合商 九州-0001 越智産業㈱ 福岡県 福岡市中央区那の津3丁目12番20号
4208 日合商 九州-0002 ㈱宮崎材木家具卸 福岡県 大川市大字本木室802-1

4209 日合商 九州-0003 西日本フレ-ミング㈱ 福岡県 飯塚市平恒515-49
4210 日合商 九州-0004 ㈱立花ベニヤ商会 福岡県 大川市大字中古賀1035-21
4211 日合商 九州-0006 ㈱マルキタ 福岡県 福岡市南区日佐2丁目18番1号
4212 日合商 九州-0010 ㈱近藤材木店 福岡県 大川市大字酒見112の1

4213 日合商 九州-0012 播磨プライウッド㈱ 福岡県 福岡市南区日佐二丁目18番1号
4214 日合商 九州-0015 ヤマシタ産業㈱ 福岡県 大川市大字榎津218番地の1
4215 日合商 九州-0016 ㈱瓶屋材木店 福岡県 大川市大字酒見711

4216 日合商 九州-0017 ㈲伏見商会 福岡県 大川市大字向島2213-2
4217 日合商 九州-0019 ㈱富士商会 福岡県 大川市大字榎津300番地の1
4218 日合商 九州-0020 ヤマエ久野㈱ 福岡県 福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号
4219 NPC ＮＰＣ（認）第

0027号
大装産業㈱ 福岡県 大川市道海島北反甫8-1

4220 全木連 全木連第03-2号 大分県木材協同組合連合会小倉
製品市場

福岡県 北九州市小倉南区長野3丁目1番1号 093-473-2550

4221 表示推進協 399401 九州木材工業㈱ 福岡県 筑後市和泉309-1 0942-53-2174

4222 表示推進協 391402 松屋産業㈱ 福岡県 北九州市八幡西区野面281-1 093-617-1621
4223 全天連 全天連第097号 （有）アサヒ突板工業 福岡県 大川市向島大字916-4 0944(87)1102
4224 全天連 全天連第118号 （有）中村ツキ板 福岡県 大川市鐘ヶ江677 0944(87)7060
4225 全天連 全天連第119号 （有）トマト 福岡県 大川市向島大字向島1766 0944(86)3865

4226 全天連 全天連第120号 山栄産業（株） 福岡県 大川市中古賀1048-1 0944(87)7771
4227 全天連 全天連第121号 島崎興産 福岡県 大川市鐘ヶ江字多越田590-5 0944(88)0394
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4228 全天連 全天連第122号 丸三産業 福岡県 大川市鐘ヶ江590-15 0944(87)8167
4229 全天連 全天連第123号 東洋突板工芸 福岡県 大川市大字向島960-1 0944(87)1567
4230 全天連 全天連第124号 （株）田中?板工業所 福岡県 大川市大字酒見704-3 0942(64)2451

4231 全天連 全天連第125号 （有）廣松突板 福岡県 大川市大字三丸812-2 0944(88)1700
4232 全天連 全天連第126号 （有）三輝ツキ板工業 福岡県 大川市酒見字フケ1161-2 0944(88)3566
4233 全天連 全天連第127号 （有）中村満材木店 福岡県 大川市酒見594-2 0944(86)4858
4234 全天連 全天連第128号 田島スライサ-工業（株） 福岡県 大川市郷原42-3 0944(87)5621

4235 全天連 全天連第129号 服部?板 福岡県 大川市大字中八院894-1 0944(88)0166
4236 全天連 全天連第130号 東京ツキ板（株） 福岡県 大川市大字向島1648-4 0944(87)2208
4237 全天連 全天連第131号 （株）信成 福岡県 大川市幡保96-1 0944(88)1151

4238 全天連 全天連第132号 石井商店 福岡県 大川市一木48-10 0944(88)2369
4239 全天連 全天連第133号 （有）さんしん 福岡県 大川市向島1255 0944(86)5786
4240 全天連 全天連第134号 中本商会 福岡県 大川市三丸1228-3 0944(87)1167
4241 全天連 全天連第135号 （有）関西ツキ板商会 福岡県 大川市諸富194 0944(87)1855

4242 全天連 全天連第136号 （株）オサジマ 福岡県 大川市道海島40 0944(87)3243
4243 全天連 全天連第137号 （有）志岐工芸 福岡県 久留米市城島町江上本1315-1 0944(62)3854
4244 全天連 全天連第138号 （有）イマヤマ 福岡県 大川市榎津103-2 0944(86)3037
4245 全天連 全天連第139号 （有）内田ツキ板店 福岡県 大川市向島1593-3 0944(87)1911

4246 全天連 全天連第140号 松本合板 福岡県 大川市酒見660-5 0944(86)4288
4247 全天連 全天連第141号 （株）大新 福岡県 大川市中古賀1048-1 0944(87)2788
4248 全天連 全天連第142号 （株）酒見展業 福岡県 大川市榎津86-1 0944(87)3057
4249 全天連 全天連第143号 田中ツキ板加工所 福岡県 大川市上巻81-2 0942(64)2451

4250 全天連 全天連第144号 （有）大川単板産業 福岡県 大川市郷原632-1 0942(88)0065
4251 全天連 全天連第145号 野田ツキ板 福岡県 大川市向島494-5 0944(86)3471
4252 全天連 全天連第146号 馬淵ツキ板工業所 福岡県 大川市郷原337-2 0944(86)5510
4253 全森連 全森合認40号 福岡県森林組合連合会 福岡県 福岡市中央区天神3-10-25 092-712-2171

4254 全市連 全市連400-01 ㈱アサモク市場 福岡県 福岡
4255 全市連 全市連400-02 福岡相互木材市場㈱ 福岡県 福岡
4256 全市連 全市連400-03 稲尾産業㈱小郡木材市場 福岡県 福岡

4257 全市連 全市連400-04 圓佛産業㈱大牟田木材市場 福岡県 福岡
4258 全市連 全市連400-05 三池木材市場 福岡県 福岡
4259 全市連 全市連400-06 福岡県新小倉木材市場 福岡県 福岡
4260 全市連 全市連400-07 北九州木材市場協同組合 福岡県 福岡

4261 全市連 全市連400-08 北九州木材市場協同組合八幡支
所

福岡県 福岡

4262 全市連 全市連400-09 筑豊地区木材協同組合 福岡県 福岡
4263 全市連 全市連400-10 ナイス㈱福岡木材営業所 福岡県 福岡

4264 全市連 全市連400-11 ナイス㈱北九州営業所 福岡県 福岡
4265 全市連 全市連400-12 ナイスプレカット㈱九州工場 福岡県 福岡
4266 全市連 全市連400-13 扇木材㈱ 福岡県 福岡
4267 全市連 全市連400-14 桑原木材㈱福岡営業所 福岡県 福岡

4268 全市連 全市連400-15 福岡久保産業㈱ 福岡県 福岡
4269 全市連 全市連400-16 ㈱ミヤックス福岡営業所 福岡県 福岡
4270 全市連 全市連400-17 ㈱荒木 福岡県 福岡
4271 日集協 11 マルカ木材㈱ 福岡県 うきは市浮羽町高見83-1 09437-7-2738

4272 日集協 26 ㈱なかやしき 福岡県 北九州市小倉北区西港町72 093-571-3988
4273 日集協 69 ㈱ニッパ 福岡県 飯塚市平塚631-1 0948-72-2864
4274 福岡県木連 1018 ㈲南木材商会 福岡県 北九州市門司区西新町1丁目5-23 093-381-8866
4275 福岡県木連 1044 北九州ウッド㈱ 福岡県 北九州市小倉北区西港町64番地 093-592-6111

4276 福岡県木連 1045 ㈱三洲木材商会 福岡県 北九州市小倉北区西港町64番地 093-591-8124
4277 福岡県木連 1051 大進木材㈱北九州営業部 福岡県 北九州市小倉北区西港町72-2 093-571-0559
4278 福岡県木連 1072 ㈱ホクザイ 福岡県 北九州市小倉北区西港町15番地 093-561-3031

4279 福岡県木連 1075 丸和産業㈱ 福岡県 北九州市小倉北区浅野3丁目5-1 093-561-2931
4280 福岡県木連 1080 和田木材㈲ 福岡県 北九州市小倉北区西港町72-21 093-561-3535
4281 福岡県木連 1102 ㈱工内材木店 福岡県 北九州市小倉南区朽網西5丁目48-6 093-471-0181
4282 福岡県木連 1134 ㈱川崎商会 福岡県 北九州市八幡東区山王1丁目7-13 093-661-2510

4283 福岡県木連 1139 ㈱福原材木店 福岡県 北九州市八幡東区前田3丁目2-1 093-662-4131
4284 福岡県木連 1152 臼木木材㈱ 福岡県 北九州市八幡西区町上津役西1丁目4-1 093-611-0756
4285 福岡県木連 1164 ㈱千石 福岡県 北九州市八幡西区則松5丁目10-1 093-601-2321
4286 福岡県木連 1167 ㈱田中材木店 福岡県 北九州市八幡西区養福寺町8-13 093-641-5131

4287 福岡県木連 1192 ㈱エクセニシムラ 福岡県 北九州市戸畑区千防3丁目3-25 093-881-5255
4288 福岡県木連 1196 玖珠木材 福岡県 北九州市戸畑区中原東1丁目16-7 093-871-5167
4289 福岡県木連 1223 ㈲小笠原木材 福岡県 北九州市若松区大字安瀬32-1 093-751-2525
4290 福岡県木連 1229 谷山商店 福岡県 北九州市若松区大字安瀬3-1 093-761-0781

4291 福岡県木連 1363 高尾木材商事㈱ 福岡県 北九州市小倉南区守恒本町2-9-5 093-962-1788
4292 福岡県木連 1307 ㈱チクモク 福岡県 飯塚市新飯塚22-1 0948-22-3900
4293 福岡県木連 1323 ㈲まつよし 福岡県 飯塚市口原981 09496-2-0011
4294 福岡県木連 1353 直鞍商工企業組合 福岡県 直方市大字新町1-8-36 0949-22-1109

4295 福岡県木連 1358 ㈱ハヤシ 福岡県 中間市中尾2-14-14 093-244-3355
4296 福岡県木連 1360 ㈲平田材木店 福岡県 北九州市八幡西区香月中央2-2-5 093-617-0003
4297 福岡県木連 1368 早川産業㈱ 福岡県 宮若市鶴田1151 0949-32-0136
4298 福岡県木連 1401 麻生商事㈱田川営業所 福岡県 田川市大字弓削田2958 0947-44-4005

4299 福岡県木連 1411 ㈲迫製材所 福岡県 田川郡添田町大字添田1007 0947-82-0130
4300 福岡県木連 1501 宗像木材協同組合 福岡県 宗像市稲元373 0940-33-1531
4301 福岡県木連 1510 ㈲佐藤木材店 福岡県 宗像市稲元388-2 0940-32-3416

4302 福岡県木連 1512 西野木材㈱ 福岡県 福津市津屋崎1587 0940-52-0149
4303 福岡県木連 1518 丸光木材商事㈱ 福岡県 宗像市須恵332-1 0940-32-2054
4304 福岡県木連 1524 小野製材所 福岡県 古賀市米多比1455-1 092-946-3611
4305 福岡県木連 1601 福岡市木材協同組合 福岡県 福岡市中央区那の津3-16-6 092-771-5791

4306 福岡県木連 1602 ㈱市岡 福岡県 福岡市東区箱崎ふ頭4-3-8 092-651-5300
4307 福岡県木連 1603 伊東木材㈲ 福岡県 福岡市早良区室見1-4-5 092-841-2323
4308 福岡県木連 1607 ㈱井上 福岡県 福岡市博多区半道橋2-7-25 092-411-0201
4309 福岡県木連 1608 ㈲伊藤材木店 福岡県 福岡市南区横手南町18-23 092-581-0967

4310 福岡県木連 1611 ㈲岡本製材所 福岡県 福岡市博多区博多駅南5-14-23 092-431-3170
4311 福岡県木連 1615 大利木材㈱ 福岡県 大野城市東大利1-13-24 092-591-5806
4312 福岡県木連 1621 草場材木㈱ 福岡県 福岡市博多区上牟田1-20-19 092-411-0155
4313 福岡県木連 1622 ㈱興亜 福岡県 福岡市東区筥松2-6-9 092-621-1194

4314 福岡県木連 1623 合屋木材店 福岡県 太宰府市大字内山363-1 092-923-2086
4315 福岡県木連 1629 ㈱酢屋商會 福岡県 福岡市博多区博多駅南4-12-15 092-433-6700
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4316 福岡県木連 1630 高崎木材㈱ 福岡県 福岡中央区那の津3-1-3 092-781-3724
4317 福岡県木連 1631 ㈱鷹野材木店 福岡県 福岡市南区柳瀬1-5-12 092-591-2830
4318 福岡県木連 1632 ㈲高杢材木店 福岡県 福岡市早良区昭代2-1-22 092-821-6234

4319 福岡県木連 1639 永野木材 福岡県 福岡市城南区友泉亭5-20 092-751-2813
4320 福岡県木連 1643 葉山木材㈱ 福岡県 福岡市博多区西月隈3-3-63 092-571-4052
4321 福岡県木連 1654 ㈱山崎商店 福岡県 福岡市中央区荒戸1-4-23 092-741-6840
4322 福岡県木連 1657 山部材木店 福岡県 福岡市中央区舞鶴2-2-5 092-741-9131

4323 福岡県木連 1663 岩下木材㈱ 福岡県 糟屋郡篠栗町大字津波黒394-63 092-947-8855
4324 福岡県木連 1664 ㈲太田材木店 福岡県 福岡市東区和白3-26-6 092-606-3235
4325 福岡県木連 1666 川口材木店 福岡県 糟屋郡新宮町上府1149-6 092-962-0015

4326 福岡県木連 1670 黒田木材商事㈱ 福岡県 糟屋郡須惠町大字植木2047-73 092-936-5502
4327 福岡県木連 1671 ㈲合屋材木店 福岡県 福岡市東区松島6-14-20 092-622-7115
4328 福岡県木連 1672 齋藤木材商店 福岡県 福岡市早良区四箇6-7-23 092-812-0055
4329 福岡県木連 1673 杉谷材木店 福岡県 福岡市博多区東光寺町1-12-17 092-431-4528

4330 福岡県木連 1674 末金林業 福岡県 福岡市南区寺塚1-29-20 092-541-4630
4331 福岡県木連 1676 泰平木材㈱ 福岡県 福岡市中央区薬院3-12-6 092-521-9010
4332 福岡県木連 1678 ㈲大二銘木 福岡県 福岡市中央区那の津4-4-18 092-721-1377
4333 福岡県木連 1686 ㈲野田部木材 福岡県 福岡市西区大字羽根戸557-2 092-811-3567

4334 福岡県木連 1688 博多木材工業㈱ 福岡県 古賀市青柳町80-1 092-631-0565
4335 福岡県木連 1693 平國産業 福岡県 福岡市南区桧原6-15-821 092-566-6463
4336 福岡県木連 1700 丸紅木材㈱福岡営業所 福岡県 福岡市博多区石城町12-5-301 092-281-0121
4337 福岡県木連 1701 宮崎本店 福岡県 福岡市東区青葉7-1-15 092-691-2740

4338 福岡県木連 1702 銘建産業㈱ 福岡県 福岡市博多区板付5-2-14 092-501-1512
4339 福岡県木連 1713 きくや商会 福岡県 糟屋郡粕屋町大字大隈石橋1056-1 092-939-5667
4340 福岡県木連 1714 ㈱日進 福岡県 福岡市博多区立花寺1-3-5 092-503-7711
4341 福岡県木連 1717 ひろみ木材 福岡県 福岡市西区下山門2-6-13 092872-9377

4342 福岡県木連 1719 大栄木材㈱ 福岡県 福岡市博多区板付4-7-24 092-591-4328
4343 福岡県木連 1721 サンフォレスト㈱ 福岡県 福岡市東区蒲田3-4-37 092-663-2223
4344 福岡県木連 1724 ㈱大松産業 福岡県 前原市高来寺224-1 092-321-9788

4345 福岡県木連 1725 ㈱福博木材センタ- 福岡県 福岡市博多区西月隈1-7-29 092-411-9311
4346 福岡県木連 1726 ㈲鷲尾木材店 福岡県 福岡市東区名子1-13-30 092-691-1485
4347 福岡県木連 1727 梅崎木材店 福岡県 粕屋郡粕屋町柚須119-1 092-622-1508
4348 福岡県木連 3218 ㈱勢門製材所 福岡県 糟屋郡篠栗町大字尾仲406 092-947-1065

4349 福岡県木連 3403 ㈲緒方製材所 福岡県 福岡市早良区脇山2045-1 092-804-2456
4350 福岡県木連 3407 ㈲永田製材所 福岡県 福岡市早良区脇山2-1-16 092-804-2223
4351 福岡県木連 3408 ㈲林材木店 福岡県 福岡市早良区四箇2-9-27 092-811-0214
4352 福岡県木連 2008 春田木材㈱ 福岡県 福岡市西区徳永864-1 092-806-1304

4353 福岡県木連 2016 ㈲冨岡木材店 福岡県 前原市大字東727-4 092-322-2044
4354 福岡県木連 2027 ㈱関製材所 福岡県 糸島郡二丈町大字吉井4030-6 092-326-5334
4355 福岡県木連 2102 ㈲長沢製材所 福岡県 朝倉郡東峰村大字小石原593-2 0946-74-2006
4356 福岡県木連 2103 ㈲森山銘木 福岡県 朝倉郡東峰村大字小石原973-1 0946-74-2227

4357 福岡県木連 2105 伊藤木材 福岡県 朝倉郡東峰村大字宝珠山2435 0946-72-2381
4358 福岡県木連 2109 ㈲アサクラ木材 福岡県 朝倉市杷木星丸1023-3 0946-62-0428
4359 福岡県木連 2110 信栄製材所 福岡県 朝倉市杷木林田855-1 0946-62-0667
4360 福岡県木連 2114 ㈲樋口堅製材所 福岡県 朝倉市杷木久喜宮668-1 0946-62-0016

4361 福岡県木連 2115 ㈲杉岡製材所 福岡県 朝倉市杷木久喜宮888 0946-62-0035
4362 福岡県木連 2116 都合製材所 福岡県 朝倉市杷木久喜宮588 0946-63-3886
4363 福岡県木連 2126 タケムラ 福岡県 朝倉郡東峰村大字宝珠山4393-3 0946-72-2805
4364 福岡県木連 2206 ㈲鬼塚製材所 福岡県 朝倉市牛鶴8 0946-22-3117

4365 福岡県木連 2209 生野産業 福岡県 朝倉市甘木2429-2 0946-22-4823
4366 福岡県木連 2211 草場木材 福岡県 朝倉市下浦2365 0946-24-7535
4367 福岡県木連 2213 ㈱大楠産業 福岡県 朝倉市福光1275-5 0946-22-3006

4368 福岡県木連 2214 ㈲稲葉木材 福岡県 朝倉市上秋月1425-4 0946-25-0910
4369 福岡県木連 2219 (ｳ)内田製材所 福岡県 朝倉郡筑前町依井503-5 0946-22-2713
4370 福岡県木連 2222 上野木材店 福岡県 朝倉郡筑前町大久保499-1 0946-24-6003
4371 福岡県木連 2303 石井製材所 福岡県 うきは市吉井町若宮59-1 0943-75-3273

4372 福岡県木連 2304 堤木材 福岡県 うきは市浮羽町浮羽568-1 0943-77-4685
4373 福岡県木連 2306 橋本製材所 福岡県 久留米市田主丸町野田50-1 0943-72-2207
4374 福岡県木連 2307 ㈲マルクニ 福岡県 うきは市浮羽町高見1273-2 0943-77-3695
4375 福岡県木連 2308 佐-木製材所 福岡県 うきは市浮羽町高見1457-1 0943-77-3896

4376 福岡県木連 2309 ㈱平川木材工業 福岡県 うきは市浮羽町朝田572 0943-77-3185
4377 福岡県木連 2310 岩佐製材所 福岡県 うきは市吉井町福益451-2 0943-75-2490
4378 福岡県木連 2312 吉弘製材所 福岡県 久留米市田主丸町長栖517-3 0943-72-2765
4379 福岡県木連 2313 江嶋製材所 福岡県 うきは市浮羽町高見1557 0943-77-2951

4380 福岡県木連 2314 中西製材工場 福岡県 うきは市浮羽町浮羽572-5 0943-77-2980
4381 福岡県木連 2317 熊谷製材所 福岡県 うきは市吉井町清瀬438 0943-75-3353
4382 福岡県木連 2323 (名)手島製材所 福岡県 うきは市浮羽町大字朝田442 0943-77-2359
4383 福岡県木連 2324 樋口木材産業㈱ 福岡県 うきは市浮羽町浮羽351 0943-77-2350

4384 福岡県木連 2325 宮崎製材所 福岡県 うきは市吉井町富永1614-5 0943-75-3362
4385 福岡県木連 2327 ㈲山崎木材 福岡県 うきは市浮羽町朝田407 0943-77-2105
4386 福岡県木連 2328 ㈱マルジョウ 福岡県 うきは市浮羽町朝田150-2 0943-77-2352
4387 福岡県木連 2329 権藤製材所 福岡県 うきは市吉井町若宮53-2 0943-75-3307

4388 福岡県木連 2330 ㈲マルシチ 福岡県 うきは市浮羽町朝田551 0943-77-2507
4389 福岡県木連 2332 川原製材所 福岡県 うきは市吉井町宮田472-2 0943-75-4609
4390 福岡県木連 2334 ㈲石井製材所 福岡県 うきは市浮羽町高見335-3 0943-77-2066

4391 福岡県木連 2336 ㈲東部産業 福岡県 うきは市吉井町富永1779-1 0943-75-4775
4392 福岡県木連 2337 ㈲栗田製材所 福岡県 うきは市浮羽町西隈上169-8 0943-77-2229
4393 福岡県木連 2338 ㈱江藤木材 福岡県 うきは市浮羽町高見字大目1469-1 0943-77-3319
4394 福岡県木連 2354 堀江製材 福岡県 うきは市吉井町徳丸329-6 0943-75-2750

4395 福岡県木連 2355 豊ハウス産業㈲ 福岡県 うきは市浮羽町浮羽568-1 0943-77-8711
4396 福岡県木連 2401 梅野製材所 福岡県 久留米市高良内町53 0942-43-7828
4397 福岡県木連 2405 大石材木店 福岡県 久留米市大善寺町宮本985 0942-26-2421
4398 福岡県木連 2407 ㈱クリハラ 福岡県 久留米市国分町1976-1 0942-21-2868

4399 福岡県木連 2408 坂本産業㈱ 福岡県 久留米市東町27-13 0942-33-3128
4400 福岡県木連 2410 シグマコンポ-ネント㈱ 福岡県 久留米市東合川2-7-11 0942-44-7655
4401 福岡県木連 2411 ㈲セイコウ建材 福岡県 久留米市東櫛原町315 0942-32-8710
4402 福岡県木連 2412 ㈱タムラ 福岡県 久留米市安武町武島794 0942-27-0456

4403 福岡県木連 2415 (名)早田材木店 福岡県 久留米市野中町大字寺田685 0942-34-4785
4404 福岡県木連 2416 馬場材木店 福岡県 久留米市長門石2丁目2-67 0942-32-5854
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4405 福岡県木連 2418 ㈲三瀬製材所 福岡県 久留米市大石町582-2 0942-32-4735
4406 福岡県木連 2216 灰塚材木店 福岡県 久留米市北野町高良1476 0942-78-3153
4407 福岡県木連 2421 矢永材木店 福岡県 三井郡大刀洗町大字冨多1345-1 0942-77-0113

4408 福岡県木連 2425 竹下製材所 福岡県 久留米市北野町中27-1 0942-78-2579
4409 福岡県木連 2501 末金林業 福岡県 八女市大字吉田15 0943-24-5151
4410 福岡県木連 2505 ㈲諸冨林産興業 福岡県 八女市大字本町1-281-4 0943-22-5852
4411 福岡県木連 2506 ㈱角商店 福岡県 八女市大字本町252 0943-23-3171

4412 福岡県木連 2514 谷川産業㈱ 福岡県 八女市大字平田15-1 0943-23-1512
4413 福岡県木連 2515 丸国産業㈱ 福岡県 八女市大字納楚452-2 0943-24-2323
4414 福岡県木連 2517 牛島製材所 福岡県 八女市大字津江278-1 0943-22-5355

4415 福岡県木連 2519 ㈱グリ-ンウッド 福岡県 筑後市大字山ノ井769 0942-53-4747
4416 福岡県木連 2521 九州木材工業㈱ 福岡県 筑後市大字和泉309-1 0942-53-2174
4417 福岡県木連 2522 ㈱馬場材木店 福岡県 筑後市大字和泉645-2 0942-53-4196
4418 福岡県木連 2527 月足製材工業 福岡県 八女郡立花町大字下辺春94-3 0943-37-0032

4419 福岡県木連 2528 ㈲松崎製材所 福岡県 八女郡立花町大字北山1101 0943-22-4463
4420 福岡県木連 2530 中村製材所 福岡県 八女郡広川町大字久泉552 0943-32-1657
4421 福岡県木連 2531 渡辺製材所 福岡県 八女郡広川町大字長延1168-4 0943-32-0051
4422 福岡県木連 2535 小林産業㈲ 福岡県 八女郡広川町大字吉常463-1 0943-32-0239

4423 福岡県木連 2538 大久保林業 福岡県 八女市大字馬場759-6 0943-23-6056
4424 福岡県木連 2541 八女林産協同組合 福岡県 八女市大字今福502 0943-22-3399
4425 福岡県木連 2606 ㈱イシモクコ-ポレ-ション 福岡県 大川市大字向島1703 0944-87-6688
4426 福岡県木連 2607 ㈲石橋商会 福岡県 大川市大字九網160-1 0944-87-2220

4427 福岡県木連 2609 ㈱井上材木店 福岡県 大川市大字向島1998 0944-87-1515
4428 福岡県木連 2610 ㈱井上ランバ- 福岡県 大川市大字小保663 0944-88-1111
4429 福岡県木連 2612 ㈱ウエキ産業 福岡県 大川市大字九網357-1 0944-88-3388
4430 福岡県木連 2615 江口木材産業㈱ 福岡県 大川市大字酒見506 0944-87-3316

4431 福岡県木連 2616 ㈱江口製材所 福岡県 大川市大字小保678-5 0944-86-4158
4432 福岡県木連 2617 ㈱エトウ 福岡県 大川市鐘ケ江227-2 0944-87-5888
4433 福岡県木連 2624 ㈱喜多洋行 福岡県 大川市大字榎津893 0944-86-4036

4434 福岡県木連 2625 木下産業 福岡県 大川市大字幡保279-6 0944-86-2283
4435 福岡県木連 2626 ㈱九州大川木材市場 福岡県 大川市大字小保630-2 0944-87-0711
4436 福岡県木連 2635 ㈱佐藤商会 福岡県 柳川市田脇329-1 0944-73-6386
4437 福岡県木連 2636 ㈱佐藤木材 福岡県 大川市大字幡保323-3 0944-86-4544

4438 福岡県木連 2638 志岐材木店 福岡県 大川市大字向島1892 0944-86-2248
4439 福岡県木連 2640 白垣木材㈱ 福岡県 大川市大字下白垣156-2 0944-88-2209
4440 福岡県木連 2642 新原木材工業㈱ 福岡県 大川市大字向島2015 0944-88-1525
4441 福岡県木連 2646 ㈱太平木材工業 福岡県 大川市大字中八院770 0944-87-1488

4442 福岡県木連 2649 ㈲高島製材所 福岡県 大川市大字小保738-1 0944-86-2510
4443 福岡県木連 2650 ㈲高田製材所 福岡県 大川市大字小保802 0944-87-6568
4444 福岡県木連 2652 ㈲立野産業 福岡県 大川市大字向島129 0944-86-4888
4445 福岡県木連 2655 ㈱ツムラ 福岡県 大川市大字中八院783 0944-87-1551

4446 福岡県木連 2656 ㈱土井商事 福岡県 大川市大字榎津734 0944-87-2263
4447 福岡県木連 2659 ㈱中田材木店 福岡県 大川市大字中八院783 0944-87-1788
4448 福岡県木連 2661 中村製材所 福岡県 大川市大字向島2155-1 0952-47-3100
4449 福岡県木連 2662 ㈲成井材木店 福岡県 大川市大字酒見116 0944-87-2301

4450 福岡県木連 2665 ㈲花宗材木店 福岡県 大川市大字小保794-14 0944-87-1637
4451 福岡県木連 2667 広松木材㈱ 福岡県 大川市大字道海島2-1 0944-87-1246
4452 福岡県木連 2669 松尾樫工場 福岡県 大川市大字向島2105-2 0944-86-2362
4453 福岡県木連 2671 丸川木材㈱ 福岡県 大川市大字三丸443-1 0944-88-3088

4454 福岡県木連 2686 ㈱松林材木店 福岡県 大川市大字酒見599-1 0944-87-2144
4455 福岡県木連 2687 ㈱丸万商店 福岡県 大川市大字向島1518-2 0944-87-2607
4456 福岡県木連 2688 石川木材商会 福岡県 柳川市大字田脇951-3 0944-72-9370

4457 福岡県木連 2803 ㈲乗富材木店 福岡県 柳川市三橋町蒲船津56-5 0944-74-1000
4458 福岡県木連 2808 ㈲田中材木店 福岡県 三池郡高田町徳島199 0944-22-5506
4459 福岡県木連 2813 松本木材㈱ 福岡県 柳川市古賀46-1 0944-72-6266
4460 福岡県木連 3207 ㈱西日本チップセンタ- 福岡県 糟屋郡久山町大字山田2491-1 092-976-2078

4461 福岡県木連 3220 ㈲丸千興産 福岡県 糟屋郡宇美町大字井野字長谷707-1 092-933-5911
4462 福岡県木連 3224 中山リサイクル産業㈱ 福岡県 糟屋郡須惠町大字植木81-5 092-936-4848
4463 福岡県木連 3226 ㈲亜細亜商事 福岡県 糟屋郡宇美町大字宇美3699-10 092-933-5305
4464 福岡県木連 3302 ㈱マルモク 福岡県 筑紫郡那珂川町大字仲560-1 092-952-3911

4465 福岡県木連 3303 藤野チップ工業㈲ 福岡県 筑紫郡那珂川町大字道善3-75 092-952-2125
4466 福岡県木連 3304 川添木材 福岡県 筑紫郡那珂川町大字不入道673 092-952-6755
4467 福岡県木連 1907 ㈱鈴木木材 福岡県 筑紫野市大字山家4777-1 092-926-3189
4468 福岡県木連 3601 山昭製材所 福岡県 八女郡星野村1430-2 0943-52-3352

4469 福岡県木連 3603 ㈲原田木材 福岡県 八女郡星野村14531-1 0943-52-2385
4470 福岡県木連 3606 ㈱足達木材 福岡県 八女郡星野村16004-1 0943-52-3101
4471 福岡県木連 3607 江良材木店 福岡県 八女郡星野村12047-3 0943-52-2020
4472 福岡県木連 3609 谷利木材 福岡県 八女郡星野村18860-6 0943-52-2323

4473 福岡県木連 3611 野上木材 福岡県 八女郡星野村13366 0943-52-2671
4474 福岡県木連 3612 末崎木材 福岡県 八女郡星野村9973 0943-52-3330
4475 福岡県木連 3616 酒見木材 福岡県 八女郡星野村17142 0943-52-2337
4476 福岡県木連 3701 大坪建築㈱ 福岡県 八女郡上陽町大字上横山1360-1 0943-54-3516

4477 福岡県木連 3704 山口製材所 福岡県 八女郡上陽町久木原1016-1 0943-54-2200
4478 福岡県森連 福岡森連合認01号 八女森林組合 福岡県
4479 福岡県森連 福岡森連合認02号 上陽町森林組合 福岡県

4480 福岡県森連 福岡森連合認03号 広川町森林組合 福岡県
4481 福岡県森連 福岡森連合認04号 立花町森林組合 福岡県
4482 福岡県森連 福岡森連合認05号 柳坂生産森林組合 福岡県
4483 福岡県森連 福岡森連合認06号 甘木市森林組合 福岡県

4484 福岡県森連 福岡森連合認07号 朝倉東部森林組合 福岡県
4485 福岡県森連 福岡森連合認08号 筑前町森林組合 福岡県
4486 福岡県森連 福岡森連合認09号 志波生産森林組合 福岡県
4487 福岡県森連 福岡森連合認10号 浮羽森林組合 福岡県

4488 福岡県森連 福岡森連合認11号 福岡市森林組合 福岡県
4489 福岡県森連 福岡森連合認12号 古賀市森林組合 福岡県
4490 福岡県森連 福岡森連合認13号 篠栗町森林組合 福岡県
4491 福岡県森連 福岡森連合認14号 宇美町森林組合 福岡県

4492 福岡県森連 福岡森連合認15号 須恵町森林組合 福岡県
4493 福岡県森連 福岡森連合認16号 久山町森林組合 福岡県
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4494 福岡県森連 福岡森連合認17号 宗像市森林組合 福岡県
4495 福岡県森連 福岡森連合認18号 福岡広域森林組合 福岡県
4496 福岡県森連 福岡森連合認19号 西鞍手森林組合 福岡県

4497 福岡県森連 福岡森連合認20号 嘉飯山森林組合 福岡県
4498 福岡県森連 福岡森連合認21号 土師生産森林組合 福岡県
4499 福岡県森連 福岡森連合認22号 添田町森林組合 福岡県
4500 福岡県森連 福岡森連合認23号 赤村森林組合 福岡県

4501 福岡県森連 福岡森連合認24号 川崎町森林組合 福岡県
4502 福岡県森連 福岡森連合認25号 北九州市森林組合 福岡県
4503 福岡県森連 福岡森連合認26号 岡垣町森林組合 福岡県

4504 福岡県森連 福岡森連合認27号 京都森林組合 福岡県
4505 福岡県森連 福岡森連合認28号 豊築森林組合 福岡県
4506 福岡県森連 福岡森連合認29号 大平森林組合 福岡県
4507 福岡県森連 福岡森連合認30号 八女地域木材共販森林組合連合

会
福岡県

4508 日合商 九州-0011 ㈱ダイショウ 佐賀県 佐賀市諸富町徳富691-6
4509 日合商 九州-0014 ㈱広津商会 佐賀県 佐賀市諸富町大字為重404番地1
4510 NPC ＮＰＣ（認）第

0005号
東洋プライウッド㈱九州工場 佐賀県 伊万里市山代町久原2872番地9

4511 NPC ＮＰＣ（認）第
0007号

東洋プライウッド㈱第二九州工
場

佐賀県 伊万里市山代町久原3961番地2

4512 NPC ＮＰＣ（認）第
0021号

三和樹脂産業㈱佐賀工場 佐賀県 佐賀市諸富町大字為重401-1

4513 全森連 全森合認41号 佐賀県森林組合連合会 佐賀県 佐賀市本庄町大字本庄278番地4 0952-23-4191
4514 全市連 全市連410-01 ㈱伊万里木材市場 佐賀県 佐賀
4515 佐賀県木協 佐木協合認1 ㈲扶桑チップ産業 佐賀県 嬉野市塩田町大字久間乙2265番地

4516 佐賀県木協 佐木協合認2 ㈱マツオ 佐賀県 多久市多久町2888番地
4517 佐賀県木協 佐木協合認3 松石マテリアル㈱ 佐賀県 三養基郡基山町大字園部2527番地
4518 佐賀県木協 佐木協合認4 伊万里外材㈱ 佐賀県 伊万里市山代町久原3798番地の3

4519 佐賀県森連 神埼郡森林組合 佐賀県 神埼市脊振町広滝547-8 0952-59-2023
4520 佐賀県森連 富士大和森林組合 佐賀県 佐賀市富士町大字古湯2794 0952-58-2031
4521 佐賀県森連 佐賀中部森林組合 佐賀県 多久市東多久町大字別府2378-3 0952-76-3325
4522 佐賀県森連 まつら森林組合 佐賀県 唐津市厳木町中島5-1 0955-63-2022

4523 佐賀県森連 七山村森林組合 佐賀県 唐津市七山仁部105 0955-58-2123
4524 佐賀県森連 伊万里西松浦森林組合 佐賀県 伊万里市大坪町丙140-1 0955-23-3398
4525 佐賀県森連 武雄杵島森林組合 佐賀県 武雄市武雄町大字武雄4167-2 0954-23-5030
4526 佐賀県森連 鹿島嬉野市森林組合 佐賀県 嬉野市塩田町大字谷所甲2421-1 0954-66-2678

4527 日合商 九州-0005 ㈱長崎木材センタ- 長崎県 長崎市田中町613番地
4528 表示推進協 414001 ㈱諫早木材市場 長崎県 諫早市貝津町988番地 0957-26-1352
4529 全森連 全森合認42号 長崎県森林組合連合会 長崎県 長崎市飽の浦町5-3西日本菱重興産ビル6階 095-832-1355
4530 全市連 全市連216-01 ㈱諫早木材市場 長崎県 長崎

4531 全市連 全市連216-02 佐世保木材協同組合 長崎県 長崎
4532 全市連 全市連216-03 長崎県北木材市場 長崎県 長崎
4533 全市連 全市連216-04 ナイス㈱長崎営業所 長崎県 長崎
4534 長崎県木連 長崎県18合認第

101号
㈱西川木材 長崎県 長崎市矢上町241番地 095-839-3038

4535 長崎県木連 長崎県18合認第
102号

㈱長崎木材市場 長崎県 長崎市平間町325番地 095-837-1212

4536 長崎県木連 長崎県18合認第
201号

豊竹産業㈱ 長崎県 大村市松原本町568番地 0957-55-8156

4537 長崎県木連 長崎県18合認第
202号

大村共栄製材所 長崎県 諫早市貝津町1011-2 0957-52-7557

4538 長崎県木連 長崎県18合認第
203号

谷川商事合資会社（大村工場） 長崎県 大村市富の原2丁目492番地 0957-55-3551

4539 長崎県木連 長崎県18合認第
204号

㈱富建 長崎県 大村市杭出津2丁目794番地2 0957-53-2145

4540 長崎県木連 長崎県18合認第
205号

㈱長崎林業 長崎県 諫早市貝津町3036番地1 0957-26-0835

4541 長崎県木連 長崎県18合認第
206号

澤村製材所 長崎県 高来町溝口名251-20 0957-32-2202

4542 長崎県木連 長崎県18合認第
207号

㈱阿部木材 長崎県 諫早市赤崎町201 0957-22-3653

4543 長崎県木連 長崎県18合認第
208号

㈱クロダ 長崎県 諫早市栄田町20番31号 0957-26-5114

4544 長崎県木連 長崎県18合認第
209号

長崎銘木㈱ 長崎県 諫早市長野町1951番地 0957-22-1908

4545 長崎県木連 長崎県18合認第
210号

㈲野田林産 長崎県 大村市中里町268 0957-52-3617

4546 長崎県木連 長崎県18合認第
211号

（資）増山製材所 長崎県 高来町三部壱名260番地 0957-32-2005

4547 長崎県木連 長崎県18合認第
212号

㈱長田製材所 長崎県 諫早市長田町1772の2 0957-23-9044

4548 長崎県木連 長崎県18合認第
213号

野中製材所 長崎県 諫早市小長井町井崎名1 0957-34-2012

4549 長崎県木連 長崎県18合認第
214号

㈱長崎木材ス-パ- 長崎県 諫早市川床町260番地1 0957-23-3868

4550 長崎県木連 長崎県18合認第
215号

田中住宅㈱ 長崎県 諫早市八天町14番5号 0957-22-5119

4551 長崎県木連 長崎県18合認第
216号

㈱喜多材木店 長崎県 諫早市貝津町1170の1 0957-26-2446

4552 長崎県木連 長崎県18合認第
217号

高島建設工業㈱ 長崎県 諫早市小野島町2223番地1 0957-24-3011

4553 長崎県木連 長崎県18第301号 小浜産業㈱ 長崎県 雲仙市小浜町北本町114番地 0957-75-0200

4554 長崎県木連 長崎県18第302号 草野材木店 長崎県 雲仙市小浜町北本町91番地 0957-74-2957
4555 長崎県木連 長崎県18第303号 たなか木材 長崎県 諫早市杉谷265番地1 0957-36-2160
4556 長崎県木連 長崎県18第304号 長崎山陽㈱ 長崎県 大村市富の原2丁目1019番地1 0957-55-8761
4557 長崎県木連 長崎県18第305号 不二山木材㈱ 長崎県 雲仙市千-石町戊652 0957-37-2038

4558 長崎県木連 長崎県18第306号 松永材木店 長崎県 雲仙市千-石町甲408番地3 0957-37-2670
4559 長崎県木連 長崎県18第307号 ㈲馬場企画 長崎県 雲仙市小浜町北野936番地 0957-74-2662
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4560 長崎県木連 長崎県18第308号 ㈲森?製材所 長崎県 南島原市有家町山川52 0957-82-3092
4561 長崎県木連 長崎県18第309号 多良製材所 長崎県 南島原市西有家町須川1100-39 0957-82-2363
4562 長崎県木連 長崎県18第310号 ㈱宮崎 長崎県 南島原市南有馬町乙1083番地 0957-85-2242

4563 長崎県木連 長崎県18第311号 ㈲伊?製材所 長崎県 南島原市西有家町須川245番地 0957-82-3344
4564 長崎県木連 長崎県18第312号 森永材木店 長崎県 南島原市有家町山川1224 0957-82-2471
4565 長崎県木連 長崎県18第313号 ㈱佐藤製材所 長崎県 南島原市西有家町須川1100番地73 0957-82-2133
4566 長崎県木連 長崎県18第314号 松尾製材所 長崎県 南島原市有家町久保40-4 0957-82-2236

4566 長崎県木連 長崎県18第315号 伊藤製材所 長崎県 南島原市有家町石田1418 0957-82-2853
4566 長崎県木連 長崎県18第316号 合資会社内島材木店 長崎県 島原市新馬場町894-1 0957-62-2022
4566 長崎県木連 長崎県18第317号 合資会社尾?製材所 長崎県 島原市有明町湯江丁58 0957-68-2141

4567 長崎県木連 長崎県18第318号 ㈲北浦木材 長崎県 島原市洗切町丙4-1 0957-62-4803
4568 長崎県木連 長崎県18第319号 柴田材木店 長崎県 南島原市深江町丁1799番地2 0957-72-2251
4569 長崎県木連 長崎県18第320号 ㈱福栄 長崎県 島原市船泊町丁3300-4 0957-62-2960
4570 長崎県木連 長崎県18第321号 ㈱浜松建設まるは木材 長崎県 南島原市深江町丁4621番地1 0957-72-2660

4571 長崎県木連 長崎県18第322号 合資会社森脇製材所 長崎県 島原市高島二丁目7201 0957-62-3055
4572 長崎県木連 長崎県18第401号 ㈱實松商店 長崎県 北松浦郡佐-町市瀬免433-2 0956-63-2333
4573 長崎県木連 長崎県18第402号 ㈱萩原材木店 長崎県 佐世保市大和町1番地1 0956-34-2211
4574 長崎県木連 長崎県18第403号 鈴木木材工業㈱ 長崎県 佐世保市沖新町2-18 0956-26-1115

4575 長崎県木連 長崎県18第404号 ㈲山口製材所 長崎県 東彼杵郡川棚町中組郷1554 0956-82-2104
4576 長崎県木連 長崎県18第601号 （資）江藤製材所 長崎県 対馬市上県町佐護東里10の4 0920-84-5331
4577 長崎県木連 長崎県18第602号 ㈲対馬林業 長崎県 壱岐市勝本町新城西触1540 0920-42-0123
4578 長崎県森連 長崎県森合認1号 長崎南部森林組合本所 長崎県 大村市大川田町990番地1 0957-55-8238

4579 長崎県森連 長崎県森合認1号 長崎南部森林組合長崎支所 長崎県 長崎市星取2丁目536-1 095-820-3290
4580 長崎県森連 長崎県森合認1号 長崎南部森林組合諫早支所 長崎県 諫早市本野町1491-1 0957-25-9055
4581 長崎県森連 長崎県森合認1号 長崎南部森林組合西海支所 長崎県 西海市大瀬戸町西浜郷1264-1 0959-22-2102
4582 長崎県森連 長崎県森合認2号 佐世保市森林組合 長崎県 佐世保市今福町1番1号 0956-23-8848

4583 長崎県森連 長崎県森合認3号 平戸市森林組合 長崎県 平戸市宝亀町91-1 0950-28-0151
4584 長崎県森連 長崎県森合認4号 松浦市森林組合 長崎県 松浦市志佐町浦免275番地 0956-72-0477
4585 長崎県森連 長崎県森合認5号 東彼杵郡森林組合 長崎県 東彼杵郡川棚町百津郷字ﾅﾘｳﾂ39番125 0956-82-3525

4586 長崎県森連 長崎県森合認6号 雲仙森林組合 長崎県 雲仙市小浜町南木指2912番地1 0957-74-3147
4587 長崎県森連 長崎県森合認7号 神代森林組合 長崎県 雲仙市国見町神代丙193 0957-78-2734
4588 長崎県森連 長崎県森合認8号 五島森林組合 長崎県 五島市吉田町3110番地6 0959-72-5336
4589 長崎県森連 長崎県森合認9号 北松森林組合 長崎県 北松浦郡佐々町松瀬免463番地3 0956-63-2305

4590 長崎県森連 長崎県森合認10号 対馬森林組合 長崎県 対馬市厳原町南室22番地1 0920-52-2677

4591 長崎県森連 長崎県森合認11号 壱岐市森林組合 長崎県 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 0920-45-1111
4592 日合商 九州-0007 桑原商事㈱ 熊本県 八代市萩原町一丁目12-1

4593 日合商 九州-0008 ㈱新建 熊本県 熊本市上熊本2丁目15番26号
4594 日合商 九州-0018 志岐産業㈱ 熊本県 熊本市大江2丁目4-8
4595 全森連 全森合認43号 熊本県森林組合連合会 熊本県 熊本市新屋敷1-5-4 096-362-3291
4596 全市連 全市連430-01 上球磨木材㈱ 熊本県 熊本

4597 全市連 全市連430-02 ナイス㈱熊本営業所 熊本県 熊本
4598 全市連 全市連430-03 ナイスプレカット㈱熊本工場 熊本県 熊本
4599 日合連 JPMA06-411 新栄合板工業㈱工場 熊本県 水俣市袋赤岸海50番地
4600 熊本県木連 熊木連認定第1号 幸の国木材工業㈱ 熊本県 山鹿市鹿北町芋生4197-1 0968-32-3188

4601 熊本県木連 熊木連認定第2号 松本産業㈲ 熊本県 人吉市西間上町2495 0968-24-0622
4602 熊本県木連 熊木連認定第3号 八代製材協業組合 熊本県 八代市新港町2丁目3-6 0965-37-1518
4603 熊本県木連 熊木連認定第4号 田中木材（資） 熊本県 上天草市大矢野町登立532 0964-56-0002
4604 熊本県木連 熊木連認定第5号 （資）杉本商店 熊本県 球磨郡水上村湯山860 0966-46-0214

4605 熊本県木連 熊木連認定第6号 ㈱吉永産業 熊本県 天草市志柿町5305-1 0969-23-0459
4606 熊本県木連 熊木連認定第7号 小国ウッデイ-（協） 熊本県 阿蘇郡小国町上田838 0967-46-5360
4607 熊本県木連 熊木連認定第8号 工芸社・ハヤタ 熊本県 山鹿市鹿北町芋生3952-21 0968-32-3158

4608 熊本県木連 熊木連認定第9号 湯前木材事業（協） 熊本県 球磨郡湯前町4021-1 0966-43-3041
4609 熊本県木連 熊木連認定第10号 ㈱人吉素材流通センタ- 熊本県 球磨郡相良村柳瀬3451-18 0966-24-8845
4610 熊本県木連 熊木連認定第11号 ㈱南栄 熊本県 八代市日置町677-1 0965-34-5185
4611 熊本県木連 熊木連認定第12号 高原木材㈲ 熊本県 八代市新港町3丁目2-14 0965-37-2800

4612 熊本県木連 熊木連認定第13号 肥後木材㈱ 熊本県 熊本市平山町2986-11 096-389-0022
4613 熊本県木連 熊木連認定第14号 上益城木材事業（協） 熊本県 上益城郡嘉島町上島2927 096-237-0127
4614 熊本県木連 熊木連認定第15号 木場木材工業㈱ 熊本県 山鹿市鹿本町庄字塚原1691-2 0968-46-5660
4615 熊本県木連 熊木連認定第16号 新産住拓㈱ 熊本県 熊本市近見8丁目9-85 096-356-1532

4616 熊本県木連 熊木連認定第17号 ㈱ザイエンス熊本製造所 熊本県 八代市港町262番6号 0965-37-0101
4617 熊本県木連 熊木連認定第18号 梶原木材㈲ 熊本県 人吉市下原田町字荒毛2069-1 0966-23-3188
4618 熊本県木連 熊木連認定第19号 ㈱水俣木材市場 熊本県 葦北郡津奈木町小津奈木2120-23 0966-78-3131
4619 熊本県木連 熊木連認定第20号 ㈱ササコ-ポレ-ション 熊本県 熊本市長嶺東3丁目2-50 096-380-1233

4620 熊本県木連 熊木連認定第21号 熊本木材㈱ 熊本県 熊本市平山町3052 096-389-1111
4621 熊本県木連 熊木連認定第22号 ㈱菊本材木店 熊本県 熊本市田迎6-10-1 096-378-5000
4622 熊本県木連 熊木連認定第23号 椎葉森林㈱ 熊本県 熊本市平山町2986番地1 096-380-6688
4623 熊本県木連 熊木連認定第24号 九州丸和林業㈱八代事業所 熊本県 八代市港町83 0985-24-8361

4624 熊本県木連 熊木連認定第25号 善徳丸建材㈱ 熊本県 熊本市鹿帰瀬町393 096-380-7211
4625 熊本県木連 熊木連認定第26号 ㈱佐藤林業 熊本県 熊本市平山町2986-7 096-380-7060
4626 熊本県木連 熊木連認定第27号 清水産業㈱ 熊本県 熊本県天草市港町3-17 0934-791-4244
4627 熊本県木連 熊木連認定第28号 田中材木店㈱ 熊本県 熊本市琴平二丁目4番10号 096-366-1261

4628 熊本県木連 熊木連認定第29号 山下木材㈱ 熊本県 八代郡氷川町野津926-9 0965-62-2357
4629 熊本県木連 熊木連認定第30号 ㈱泉林業 熊本県 人吉市下原田町1253 0966-22-3018
4630 熊本県木連 熊木連認定第31号 日西 熊本県 下益城郡美里町畝野2898 0964-48-0788

4631 熊本県木連 熊木連認定第32号 原田木材㈱ 熊本県 熊本市平山町2985番地1 096-380-7531
4632 熊本県木連 熊木連認定第33号 ㈲佐野材木店 熊本県 山鹿市鹿本町来民1005番地の5 0968-46-2271
4633 熊本県木連 熊木連認定第34号 玉名製材協業組合 熊本県 玉名郡和水町内田1132 0968-86-4303
4634 熊本県木連 熊木連認定第35号 玉名荒尾木材事業協同組合 熊本県 玉名郡南関町関町1518 0968-53-1102

4635 熊本県木連 熊木連認定第36号 ㈱松田商事 熊本県 熊本市鹿帰瀬町360-1 096-389-3033
4636 熊本県木連 熊木連認定第37号 ㈲尾方製材所 熊本県 球磨郡相良村大字柳瀬3451-15 0966-22-7278
4637 鹿児島林材連 鹿林材連認定第

13-6号
協栄木材㈱球磨出張所 熊本県 球磨郡湯前町野中田2302番地

4638 熊本県森連 熊森連認定第1号 多良木町森林組合 熊本県 球磨郡多良木町大字多良木837-4
4639 熊本県森連 熊森連認定第2号 水俣芦北森林組合 熊本県 水俣市小津奈木473-1
4640 熊本県森連 熊森連認定第3号 芦北木材共販所運営協議会 熊本県 葦北郡芦北町桑原142-8
4641 熊本県森連 熊森連認定第4号 玉名森林組合 熊本県 玉名郡和水町西吉地2746-2

4642 熊本県森連 熊森連認定第5号 緑川森林組合 熊本県 上益城郡山都町下馬尾315
4643 熊本県森連 熊森連認定第6号 人吉市森林組合 熊本県 人吉市東間下町3333-1
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4644 熊本県森連 熊森連認定第7号 上球磨森林組合 熊本県 球磨郡水上村岩野160
4645 熊本県森連 熊森連認定第8号 中球磨森林組合 熊本県 球磨郡あさぎり町上北1884
4646 熊本県森連 熊森連認定第9号 菊池森林組合 熊本県 菊池市旭志伊坂524-1

4647 熊本県森連 熊森連認定第10号 八代森林組合 熊本県 八代市横手新町1-3
4648 熊本県森連 熊森連認定第11号 山江村森林組合 熊本県 球磨郡山江村大字山田甲1375
4649 熊本県森連 熊森連認定第12号 五木村森林組合 熊本県 球磨郡五木村甲2672-33
4650 熊本県森連 熊森連認定第13号 阿蘇森林組合 熊本県 阿蘇市蔵原885-1

4651 熊本県森連 熊森連認定第14号 鹿本森林組合 熊本県 山鹿市城3599
4652 熊本県森連 熊森連認定第15号 相良村森林組合 熊本県 球磨郡相良村大字四浦東2081-1
4653 熊本県森連 熊森連認定第16号 天草地域森林組合 熊本県 本渡市楠浦町9946-1

4654 熊本県森連 熊森連認定第17号 球磨村森林組合 熊本県 球磨郡球磨村大字神瀬甲1130
4655 全木連 全木連第03号 大分県木材協同組合連合会 大分県 大分市王子港町1番17号 097-532-7151
4656 全木連 全木連第03-1号 大分県木材協同組合連合会大分

製品市場
大分県 大分市王子港町1番17号 097-532-3126

4657 全木連 全木連第03-3号 大分県木材協同組合連合会中津
製品センタ-

大分県 中津市永添42-6 0979-22-0157

4658 全木連 全木連第03-4号 大分県木材協同組合連合会速見
素材市場

大分県 杵築市山香町久木野尾2002-26 0977-44-6222

4659 表示推進協 431001 ㈱日田十条 大分県 日田市大字石井777 0973-22-3791
4660 全森連 全森合認44号 大分県森林組合連合会 大分県 大分市大字古国府字内山1337-20 097-545-5133
4661 全市連 全市連440-01 ㈱中津木材相互市場 大分県 大分
4662 全市連 全市連440-02 ㈱ナンブ木材流通 大分県 大分

4663 全市連 全市連440-03 ㈱日田中央木材市場 大分県 大分
4664 全市連 全市連440-04 （株）九州木材市場 大分県 大分
4665 全市連 全市連440-05 日田郡森林組合 大分県 大分
4666 全市連 全市連440-06 日田木材協同組合木材市場 大分県 大分

4667 全市連 全市連440-07 日田木材市場㈱ 大分県 大分
4668 全市連 全市連440-08 玖珠木材市場㈱ 大分県 大分
4669 全市連 全市連440-09 ナイス㈱大分営業所 大分県 大分

4670 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 1 池見林産工業(株) 大分県 大分市大字坂ノ市995-1 097-592-2122
4671 日集協 74 近藤木工㈱ 大分県 日田市大字十二町475 0973-23-8126
4672 大分県木協 1 池見林産工業㈱ 大分県 大分市坂ノ市中央1丁目3-48 097-592-2122
4673 大分県木協 2 瀬戸製材所㈱ 大分県 日田市淡窓町438-3 0973-22-5105

4674 大分県木協 3 ㈱深津製材所 大分県 日田市大字内河野87番地の1 0973-22-5267
4675 大分県木協 4 ㈱ネクスト 大分県 日田市日ノ出町53-7 0973-24-4800
4676 大分県木協 5 合資会社今村製材所 大分県 日田市大山町西大山926-1 0973-52-2011
4677 大分県木協 6 江田製材所 大分県 日田市亀川町878 0973-22-4358

4678 大分県木協 7 ㈲安心院製材所 大分県 日田市銭渕町27 0973-22-2304
4679 大分県木協 8 ㈲カネモリ小田製材所 大分県 日田市天瀬町馬原3220番地の4 0973-57-3290
4680 大分県木協 9 ㈱ヤマサイ坂本製材所 大分県 日田市新治町512 0973-23-1158
4681 大分県木協 10 ㈱佐藤製材所 大分県 日田市新治町485 0973-23-2150

4682 大分県木協 11 小野製材所 大分県 日田市刃連町41 0973-22-6057
4683 大分県木協 12 権藤製材所 大分県 日田市坂井町438-3 0973-22-2882
4684 大分県木協 13 ㈱小田製材所 大分県 日田市日ノ出町131 0973-23-8195
4685 大分県木協 14 ㈲高村木材 大分県 日田市三河町51-5 0973-24-9249

4686 大分県木協 15 一ノ宮製材所 大分県 日田市田島町744-5 0973-23-1134
4687 大分県木協 16 ㈲伊藤製材所 大分県 日田市玉川3丁目1494 0973-22-3580
4688 大分県木協 17 一ノ宮製材所 大分県 日田市藤山町433 0973-24-9088
4689 大分県木協 18 野上製材所 大分県 日田市石井町1丁目小畑 0973-23-2014

4690 大分県木協 19 ㈱井上製材所 大分県 日田市上津江町上野田27 0973-55-2021
4691 大分県木協 20 ㈲桜木製材所 大分県 日田市石井町3丁目1124 0973-22-5039
4692 大分県木協 21 ヤマキ諌本木材㈲ 大分県 日田市財津町2843 0973-24-9126

4693 大分県木協 22 ㈲マルテ製材所 大分県 日田市小ヶ瀬町2912 0973-24-3388
4694 大分県木協 23 東栄木材㈱ 大分県 日田市清岸寺990 0973-23-1135
4695 大分県木協 24 諌山製材所 大分県 日田市三芳小渕町161 0973-24-2860
4696 大分県木協 25 ㈱武内製材所 大分県 日田市大字琴平町951 0973-23-6175

4697 大分県木協 26 井上製材所 大分県 日田市大肥町1507 0973-28-237109
4698 大分県木協 27 ㈲杉山製材所 大分県 日田市中ノ島984 0973-23-3313
4699 大分県木協 28 石田製材所 大分県 日田市天瀬町女子畑182-5 0973-57-3608
4700 大分県木協 29 高倉製材所 大分県 日田市財津町86 0973-24-9643

4701 大分県木協 30 佐藤製材㈱ 大分県 日田市亀山町4番5号 0973-22-2789
4702 大分県木協 31 協同組合連合会日田木材流通セ

ンタ-
大分県 日田市大字友田100-1 0973-24-2167

4703 大分県木協 32 ㈲三浦製材所 大分県 竹田市荻町馬場896番地 0974-68-2126

4704 大分県木協 33 合資会社久住製材所 大分県 竹田市久住町大字久住6194 0974-76-0191
4705 大分県木協 34 ㈲穴井製材所 大分県 玖珠郡九重町大字松木5251-4 0973-76-2408
4706 大分県木協 35 まるはた木材 大分県 玖珠郡玖珠町大字四日市770 0973-72-1021
4707 大分県木協 36 玖珠木材㈲ 大分県 玖珠郡九重町大字引治582-3 0973-78-8707

4708 大分県木協 37 ㈲原田製材所 大分県 玖珠郡九重町大字松木5260 0973-76-2414
4709 大分県木協 38 ㈱ヤマサ 大分県 玖珠郡九重町大字右田1918番地の32 0973-78-8324
4710 大分県木協 39 合資会社瀧石製材所 大分県 玖珠郡玖珠町大字戸畑2829-2 0973-73-7134
4711 大分県木協 40 豊陽産業㈱ 大分県 玖珠郡玖珠町戸畑6266 0973-73-7502

4712 大分県木協 41 ㈲マルヤマ河野製材所 大分県 玖珠郡玖珠町大字山浦67番地 0973-73-7159
4713 大分県木協 42 ㈲新貝商店 大分県 中津市大字永添2580番地 0979-22-2326
4714 大分県木協 43 ㈲さかもと製材 大分県 日田市小迫町518-1 0973-24-4654

4715 大分県木協 44 ㈱山口林業所 大分県 佐伯市西浜7番18号 0972-22-2418
4716 大分県木協 45 岡村産興㈱ 大分県 佐伯市西浜2番41号 0972-23-3311
4717 大分県木協 46 南部流域木材加工協同組合 大分県 佐伯市西浜2番12号 0972-23-8028
4718 大分県木協 47 米良製材所 大分県 佐伯市蒲江大字蒲江浦3530-2

4719 大分県木協 48 ㈱佐伯木材センタ- 大分県 佐伯市直川大字下直見2658番地の1 0972-58-3322
4720 大分県木協 49 佐伯木材協同組合 大分県 佐伯市西浜2番37号 0972-23-1491
4721 大分県森連 大森連合認44-01 西高森林組合 大分県 豊後高田市鼎322番地 0978-22-2355
4722 大分県森連 大森連合認44-02 東国東郡森林組合 大分県 国東市国東町小原4423-1 0978-72-3755

4723 大分県森連 大森連合認44-03 別杵速見森林組合 大分県 杵築市山香町大字内河野2788-6 0977-75-0286
4724 大分県森連 大森連合認44-04 おおいた森林組合 大分県 由布市庄内町大龍1711番地1 097-582-0900
4725 大分県森連 大森連合認44-05 臼津関森林組合 大分県 臼杵市大字板知屋字大寺浦1257-1 0972-62-3027
4726 大分県森連 大森連合認44-06 佐伯広域森林組合 大分県 佐伯市7255番地13 0972-22-1156

4727 大分県森連 大森連合認44-07 大野郡森林組合 大分県 豊後大野市三重町菅生123番地 0974-22-1243
4728 大分県森連 大森連合認44-08 竹田直入森林組合 大分県 竹田市大字飛田川2246番地7 0974-62-2833
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4729 大分県森連 大森連合認44-09 玖珠郡森林組合 大分県 玖珠郡玖珠町大字大隈1199番地の1 0973-72-2344
4730 大分県森連 大森連合認44-10 日田市森林組合 大分県 日田市大字庄手850番地の5 0973-23-5168
4731 大分県森連 大森連合認44-11 日田郡森林組合 大分県 日田市天瀬町五馬市300番地 0973-26-7878

4732 大分県森連 大森連合認44-12 山国川流域森林組合 大分県 中津市耶馬溪町大字柿坂138番1 0979-54-3032
4733 大分県森連 大森連合認44-13 宇佐地区森林組合 大分県 宇佐市安心院町田ノ口250番地 0978-44-0200
4734 日合商 九州-0013 森重木材㈱ 宮崎県 都城市栄町25-1
4735 表示推進協 443001 ㈱大三商行サンテック事業部 宮崎県 日向市日知屋耳川17062番地の2 0982-53-8568

4736 全森連 全森合認45号 宮崎県森林組合連合会 宮崎県 宮崎市橘通り東1-11-1 0985-25-5133
4737 全市連 全市連450-01 都城原木市場㈱ 宮崎県 宮崎
4738 全市連 全市連450-02 都城原木市場㈱小林木材市場 宮崎県 宮崎

4739 全市連 全市連450-03 都城地区製材業協同組合 宮崎県 宮崎
4740 全市連 全市連450-04 ナイス㈱宮崎営業所 宮崎県 宮崎
4741 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工業会 10 日東(株) 宮崎県 都城市早鈴町2130-1 0986-24-2323
4742 日集協 20 宮崎ウッドテクノ㈱ 宮崎県 日向市東郷町山陰己914-1 0982-69-3569

4743 LVL協会 LVL-004 ㈱大三商行サンテック事業部日
向工場

宮崎県 日向市日知屋耳川17062-2

4744 宮崎県木連 宮木連第001号 日南製材事業協同組合 宮崎県 南那珂郡北郷町大字郷之原乙72-1
4745 宮崎県木連 宮木連第002号 宮崎木材市場㈱製品市場 宮崎県 宮崎市大橋3丁目128番地

4746 宮崎県木連 宮木連第002号-2 宮崎木材市場㈱日向支店 宮崎県 日向市大字塩見字大財13999番地2
4747 宮崎県木連 宮木連第002号-3 宮崎木材市場㈱綾原木市場 宮崎県 東諸県郡綾町大字入野3282-5
4748 宮崎県木連 宮木連第101号 吉田産業合資会社 宮崎県 南那珂郡南郷町大字榎原甲2091番地
4749 宮崎県木連 宮木連第102号 九州丸和林業㈱宮崎事業所 宮崎県 宮崎市青葉町24番地

4750 宮崎県木連 宮木連第102号-2 九州丸和林業㈱川南駐勤所 宮崎県 児湯郡川南町川南21731
4751 宮崎県木連 宮木連第102号-3 九州丸和林業㈱日向事業所 宮崎県 日向市東郷町山陰87-11
4752 宮崎県木連 宮木連第102号-4 九州丸和林業㈱大分事業所 宮崎県 大分市豊後大野市千歳町下山2251
4753 宮崎県木連 宮木連第103号 立石林業㈱ 宮崎県 えびの市大字原田1403-188

4754 宮崎県木連 宮木連第104号 都城地区プレカット事業（協） 宮崎県 都城市丸谷町4708番地1
4755 宮崎県木連 宮木連第105号 万ヶ塚運送㈱ 宮崎県 都城市上水流町818番地
4756 宮崎県木連 宮木連第106号 ㈲平下産業 宮崎県 宮崎市田野町甲5171

4757 宮崎県木連 宮木連第107号 ウッドエナジ-協同組合 宮崎県 南那珂郡南郷町大字榎原甲2091番地
4758 宮崎県木連 宮木連第108号 武田木材 宮崎県 串間市大字大平4106
4759 宮崎県木連 宮木連第109号 蛯原林業 宮崎県 南那珂郡南郷町大字榎原丙880
4760 宮崎県木連 宮木連第110号 ㈲金川木材 宮崎県 串間市大字南方690番地1

4761 宮崎県木連 宮木連第111号 久保産業㈱ 宮崎県 都城市五十町1388番地
4762 宮崎県木連 宮木連第112号 都城木材㈱ 宮崎県 都城市吉尾町758-1
4763 宮崎県木連 宮木連第113号 廣針チップ工業㈱ 宮崎県 都城市吉尾町805
4764 宮崎県木連 宮木連第114号 本田林業 宮崎県 宮崎郡清武町池田台29-247

4765 宮崎県木連 宮木連-第115号 持永木材㈱ 宮崎県 都城市早鈴町2040番地1
4766 宮崎県木連 宮木連-第116号 清水木材工業㈱ 宮崎県 日向市大字細島町埋立地イ号の26
4767 宮崎県木連 宮木連-第117号 ㈲枦木木材 宮崎県 都城市吉尾町851
4768 宮崎県木連 宮木連-第118号 日進ランバ-㈱ 宮崎県 北諸県郡三股町大字蓼池4495番地

4769 宮崎県木連 宮木連-第119号 宮内林業㈱ 宮崎県 都城市都北町7436番地
4770 宮崎県木連 宮木連-第120号 外山木材㈱ 宮崎県 都城市八幡町18街区7号
4771 宮崎県木連 宮木連-第121号 住友林業フォレストサ-ビス㈱ 宮崎県 日向市大字日知屋字前畑3389-17
4772 宮崎県木連 宮木連-第122号 中村木材工業㈱ 宮崎県 都城市早鈴町1866番地8

4773 宮崎県木連 宮木連-第123号 耳川林業事業協同組合 宮崎県 日向市東郷町山陰己1344
4774 宮崎県木連 宮木連-第124号 ㈱東製材 宮崎県 都城市吉之元町3996番地乙
4775 宮崎県木連 宮木連-第125号 ㈱大忠 宮崎県 日向市鶴町1丁目4番3号
4776 宮崎県木連 宮木連-第126号 ㈲西都製材所 宮崎県 西都市大字右松1949番地

4777 宮崎県木連 宮木連-第127号 ヤマワ木材㈱ 宮崎県 都城市都北町3533
4778 宮崎県木連 宮木連-第128号 木脇産業㈱ 宮崎県 都城市丸谷町458番地
4779 宮崎県木連 宮木連-第129号 丸十産業㈱ 宮崎県 都城市上川東1丁目25号7番地

4780 宮崎県木連 宮木連-第130号 堀正製材建設 宮崎県 北諸県郡三股町宮村2930-6
4781 宮崎県木連 宮木連-第131号 ㈱高嶺木材 宮崎県 日南市大字伊比井173-1
4782 宮崎県木連 宮木連-第132号 （合名）三谷商店 宮崎県 西都市大字調殿1055番地-6
4783 宮崎県木連 宮木連-第133号 古川銘木店 宮崎県 宮崎市新城町49

4784 宮崎県木連 宮木連-第134号 ㈱もくみ 宮崎県 西臼杵郡日之影町大字七折410-6
4785 宮崎県木連 宮木連-第135号 河島木材工業㈱ 宮崎県 小林市大字北西方字東牟田3111
4786 宮崎県木連 宮木連-第136号 ㈲丸満産業 宮崎県 日向市日知屋字木原16333番地
4787 宮崎県木連 宮木連-第137号 緒方製材所 宮崎県 小林市大字堤2776番地

4788 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
13-3号

協栄木材㈱日南出張所 宮崎県 日南市大字松永字無田迫1219

4789 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
13-4号

協栄木材㈱綾出張所 宮崎県 東諸県郡綾町大字入野3352-1

4790 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
13-5号

協栄木材㈱日向出張所 宮崎県 日向市大王町二丁目33

4791 宮崎県森連 宮森合認1号 宮崎中央森林組合 宮崎県 宮崎市高岡町花見2987番地6 0985(82)0133
4792 宮崎県森連 宮森合認2号 南那珂森林組合 宮崎県 串間市大字串間2324-1 0987(72)0259

4793 宮崎県森連 宮森合認3号 都城森林組合 宮崎県 都城市早鈴町5085 0986(23)8787
4794 宮崎県森連 宮森合認4号 西諸地区森林組合 宮崎県 小林市大字細野251番地1 0984(22)7876
4795 宮崎県森連 宮森合認5号 児湯広域森林組合 宮崎県 西都市小野崎1丁目18番地 0983(43)3100
4796 宮崎県森連 宮森合認6号 延岡地区森林組合 宮崎県 延岡市大武町787-1 0982(33)1257

4797 宮崎県森連 宮森合認7号 耳川広域森林組合 宮崎県 日向市東郷町山陰辛280番地1 0982(68)3515
4798 宮崎県森連 宮森合認8号 西臼杵森林組合 宮崎県 西臼杵郡高千穂町大字三田井1063-23 0982(72)3637
4799 日合商 九州-0009 ㈱マルヒラ 鹿児島県 鹿児島市東開町4番地

4800 全森連 全森合認46号 鹿児島県森林組合連合会 鹿児島県 鹿児島市山下町9-15 099-226-9471
4801 全市連 全市連460-01 ナイス㈱鹿児島営業所 鹿児島県 鹿児島
4802 日集協 68 山佐木材㈱ 鹿児島県 肝属郡高山町前田2090 0994-31-4141
4803 鹿児島林材連 鹿林材連認定第1

号
屋久杉銘木協同組合 鹿児島県 鹿児島市東開町13番地32

4804 鹿児島林材連 鹿林材連認定第2
号

㈲古川木材興業 鹿児島県 いちき串木野市上名9842

4805 鹿児島林材連 鹿林材連認定第3
号

㈱マルコ-興産 鹿児島県 鹿児島市東開町13番地15

4806 鹿児島林材連 鹿林材連認定第4
号

正徳林業 鹿児島県 薩摩郡さつま町船木352-21

4807 鹿児島林材連 鹿林材連認定第5
号

㈲田中製材所 鹿児島県 薩摩郡さつま町田原2265番地1
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4808 鹿児島林材連 鹿林材連認定第6
号

上野木材㈲ 鹿児島県 姶良郡湧水町米永650-1

4809 鹿児島林材連 鹿林材連認定第7
号

㈲吉元製材所 鹿児島県 鹿児島市新屋敷町31番20号

4810 鹿児島林材連 鹿林材連認定第8
号

㈱徳永組 鹿児島県 揖宿郡頴娃町牧之内1328

4811 鹿児島林材連 鹿林材連認定第9
号

㈱西村 鹿児島県 霧島市国分上井68番地

4812 鹿児島林材連 鹿林材連認定第10
号

図南木材㈱ 鹿児島県 鹿児島市谷山港1丁目2-4

4813 鹿児島林材連 鹿林材連認定第11
号

㈱株コピオン 鹿児島県 鹿児島市東開町13番12号

4814 鹿児島林材連 鹿林材連認定第12
号

大口地区素材生産造林事業
（協）

鹿児島県 大口市下殿716番地57

4815 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
13-1号

協栄木材㈱鹿児島出張所 鹿児島県 鹿児島市堀江町19番6号303号室

4816 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
13-2号

協栄木材㈱大隅出張所 鹿児島県 肝属郡錦江町田代麓3285

4817 鹿児島林材連 鹿林材連認定第14
号

鹿児島県木材商業協同組合 鹿児島県 鹿児島市東開町10番地4

4818 鹿児島林材連 鹿林材連認定第15
号

㈲岩元製材 鹿児島県 霧島市溝辺町有川212番地

4819 鹿児島林材連 鹿林材連認定第16
号

㈱南薩木材加工センタ- 鹿児島県 川辺郡川辺町下山田4228番地

4820 鹿児島林材連 鹿林材連認定第17
号

㈱ハ-トウッド 鹿児島県 川辺郡川辺町清水9867-2

4821 鹿児島林材連 鹿林材連認定第18
号

㈱岩崎木材工芸 鹿児島県 肝属郡錦江町神川3033番地

4822 鹿児島林材連 鹿林材連認定第19
号

山佐木材㈱ 鹿児島県 肝属郡肝付町前田972

4823 鹿児島林材連 鹿林材連認定第20
号

㈱マルヒラ 鹿児島県 鹿児島市東開町4番地

4824 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
21-1号

鹿児島県木材銘木市場協同組合 鹿児島県 鹿児島市東開町3番地35号

4825 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
21-2号

鹿児島県木材銘木市場協同組合 鹿児島県 鹿屋市南町1009

4826 鹿児島林材連 鹿林材連認定第22
号

尾辻工務店 鹿児島県 指宿市東方123-5

4827 鹿児島林材連 鹿林材連認定第23
号

古山産業㈲ 鹿児島県 鹿児島市宇宿4-23-29

4828 鹿児島林材連 鹿林材連認定第24
号

大和木材㈱ 鹿児島県 鹿児島市油須木町1299番地1

4829 鹿児島林材連 鹿林材連認定第25
号

（協）きもつき木材高次加工セ
ンタ-

鹿児島県 肝属郡肝付町前田2090番地

4830 鹿児島林材連 鹿林材連認定第26
号

㈱野元 鹿児島県 霧島市隼人町小田630番地

4831 鹿児島林材連 鹿林材連認定第27
号

上野物産㈱ 鹿児島県 肝属郡肝付町宮下1135番地1

4832 鹿児島林材連 鹿林材連認定第28
号

㈲田中木材 鹿児島県 鹿児島市東開町3番22号

4833 鹿児島林材連 鹿林材連認定第29
号

㈱増田製材 鹿児島県 肝属郡肝付町前田817

4834 鹿児島林材連 鹿林材連認定第30
号

㈱宮下木材市場 鹿児島県 鹿児島市東開町8番地4

4835 鹿児島林材連 鹿林材連認定第31
号

健正材木 鹿児島県 鹿児島市油須木町957-1

4836 鹿児島林材連 鹿林材連認定第32
号

㈱マイライフオオニワ 鹿児島県 霧島市牧園町宿窪田100

4837 鹿児島林材連 鹿林材連認定第33
号

ベネフィット森林資源協同組合 鹿児島県 肝属郡南大隅町根占川北8308番地

4838 鹿児島林材連 鹿林材連認定第34
号

伊佐愛林㈲ 鹿児島県 大口市里3216-279

4839 鹿児島林材連 鹿林材連認定第35
号

岩崎産業㈱ 鹿児島県 鹿児島市東開町3番16号

4840 鹿児島林材連 鹿林材連認定第36
号

㈲下青木林業 鹿児島県 いちき串木野市東塩田町129番地

4841 鹿児島林材連 鹿林材連認定第37
号

㈱山王産業 鹿児島県 鹿児島市川上町685番地

4842 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
38-1号

菱刈木材工業㈱ 鹿児島県 伊佐郡菱刈町田中1993-1

4843 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
38-2号

㈱菱刈木材工業 鹿児島県 姶良郡湧水町恒次字堀切

4844 鹿児島林材連 鹿林材連認定第39
号

㈲宮川木材 鹿児島県 鹿児島市荒田二丁目57番16号

4845 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
40-1号

㈲多夫施木材商店 鹿児島県 鹿児島市東開町3-19

4846 鹿児島林材連 鹿林材連認定第
40-2号

㈲多夫施木材商店 鹿児島県 鹿児島市東開町13-26

4847 鹿児島県森連 鹿森合認1-1 かごしま森林組合 鹿児島県 川辺郡川辺町平山6140-1

4848 鹿児島県森連 鹿森合認1-2 かごしま森林組合南薩工場 鹿児島県 川辺郡川辺町下山田4222-1
4849 鹿児島県森連 鹿森合認1-3 かごしま森林組合いぶすき支所 鹿児島県 指宿市池田3580-6
4850 鹿児島県森連 鹿森合認1-4 かごしま森林組合鹿児島支所 鹿児島県 鹿児島市谷山中央2-681-110
4851 鹿児島県森連 鹿森合認1-5 かごしま森林組合しおき工場 鹿児島県 日置市東市来町美山1435

4852 鹿児島県森連 鹿森合認2 薩摩西部森林組合 鹿児島県 薩摩川内市勝目町4074-4
4853 鹿児島県森連 鹿森合認3 薩摩東部森林組合 鹿児島県 薩摩郡さつま町虎居5222-1
4854 鹿児島県森連 鹿森合認4 鹿児島いずみ森林組合 鹿児島県 出水市昭和町1437
4855 鹿児島県森連 鹿森合認5 長島地区森林組合 鹿児島県 出水郡長島町鷹巣1671

4856 鹿児島県森連 鹿森合認6 伊佐森林組合 鹿児島県 大口氏下殿716-509
4857 鹿児島県森連 鹿森合認7 姶良東部森林組合 鹿児島県 霧島市国分川原1040-3
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4858 鹿児島県森連 鹿森合認8 姶良西部森林組合 鹿児島県 姶良郡姶良町三拾町1371-6
4859 鹿児島県森連 鹿森合認9 北良森林組合 鹿児島県 姶良郡湧水町木場149-6
4860 鹿児島県森連 鹿森合認10 曽於地区森林組合 鹿児島県 志布志市有明町野神4685-1

4861 鹿児島県森連 鹿森合認11 大隅町森林組合 鹿児島県 曽於市大隅町中之内8607-1
4862 鹿児島県森連 鹿森合認12-1 曽於市森林組合 鹿児島県 曽於市末吉町南之郷77-3
4863 鹿児島県森連 鹿森合認12-2 曽於市森林組合財部町南俣2331 鹿児島県 曽於市財部町南俣2331
4864 鹿児島県森連 鹿森合認13 きもつき森林組合 鹿児島県 鹿屋市西原3-7-34

4865 鹿児島県森連 鹿森合認14 垂水市森林組合 鹿児島県 垂水市上町114
4866 鹿児島県森連 鹿森合認15 内之浦森林組合 鹿児島県 肝属郡肝付町北方290-1
4867 鹿児島県森連 鹿森合認16 南大隅森林組合 鹿児島県 肝属郡南大隅町根占川北8284-5

4868 鹿児島県森連 鹿森合認17-1 種子島森林組合 鹿児島県 西之表市西之表6861-4
4869 鹿児島県森連 鹿森合認17-2 種子島森林組合木材流通セン

ター
鹿児島県 西之表市西之表8950

4870 鹿児島県森連 鹿森合認17-3 種子島森林組合南種子支所 鹿児島県 熊毛郡南種子中ノ上1700-79

4871 鹿児島県森連 鹿森合認17-4 種子島森林組合中種子事業所 鹿児島県 熊毛郡中種子納官4378
4872 鹿児島県森連 鹿森合認18 屋久島森林組合 鹿児島県 熊毛郡上屋久町宮ノ浦277-29
4873 鹿児島県森連 鹿森合認19 あまみ大島森林組合 鹿児島県 奄美市名瀬長浜町8-10
4874 鹿児島県森連 鹿森合認20 瀬戸内町森林組合 鹿児島県 大島郡瀬戸内町古仁屋松江23

4875 鹿児島県森連 鹿森合認21 徳之島地区森林組合 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津7112-5
4876 鹿児島県森連 鹿森合認30 ㈱島津興業 鹿児島県 鹿児島市城西1-3-15
4877 鹿児島県森連 鹿森合認31 ㈱クリモク 鹿児島県 姶良郡湧水町恒次331-1
4878 鹿児島県森連 鹿森合認32 昭和木材㈱ 鹿児島県 川辺郡知覧町東別府211-28

4879 鹿児島県森連 鹿森合認33-1 三好産業㈱ 鹿児島県 鹿児島市鷹師2-4-6
4880 鹿児島県森連 鹿森合認33-2 三好産業㈱大口工場 鹿児島県 大口氏針持3037-27
4881 鹿児島県森連 鹿森合認33-3 三好産業㈱出水工場 鹿児島県 出水市浦田町715
4882 鹿児島県森連 鹿森合認34 大東海運㈱ 鹿児島県 鹿児島市城南町10-5

4883 鹿児島県森連 鹿森合認35 ㈲森木材 鹿児島県 薩摩川内市樋脇町塔之原13133
4884 鹿児島県森連 鹿森合認36 吉野木材㈲ 鹿児島県 阿久根市赤瀬川2147
4885 鹿児島県森連 鹿森合認37 肝付木材工業㈱ 鹿児島県 肝属郡肝付町前田3925

4886 沖縄県木協 沖木協第1号 ㈲長堂材木店 沖縄県 宜野湾市上原2-5-6 (098)893-1414
4887 沖縄県木協 沖木協第2号 沖縄丸仲貿易㈱ 沖縄県 糸満市西崎町5-2-6 (098)992-1515
4888 沖縄県木協 沖木協第3-1号 ㈱茶甚 沖縄県 那覇市字天久1107 (098)868-5452
4889 沖縄県木協 沖木協第3-2号 ㈱茶甚（大山ＤＣ） 沖縄県 宜野湾市大山7-5-7 (098)898-1133

4890 沖縄県木協 沖木協第4号 ㈱鉢嶺材木店 沖縄県 那覇市古波蔵4-13-16金城ｱﾊﾟ-ﾄ205号室 (098)853-5800
4891 沖縄県木協 沖木協第5号 久高木材㈱ 沖縄県 那覇市曙3-10-1 (098)861-2234
4892 沖縄県木協 沖木協第6号 ㈲神谷製材所 沖縄県 糸満市字国吉610 (098)994-2895
4893 沖縄県木協 沖木協第7-1号 ㈱新洋中部事業所 沖縄県 沖縄市松本6-5-1 (098)939-0055

4894 沖縄県木協 沖木協第8号 （資）大真木材店 沖縄県 那覇市字安謝232 (098)861-2206
4895 沖縄県木協 沖木協第9号 ㈱タカラ住建 沖縄県 豊見城市字我那覇520 (098)856-0002
4896 沖縄県木協 沖木協第10号 ㈱ア-ス貿易 沖縄県 宜野湾市赤道2-8-21 (098)893-6798
4897 沖縄県木協 沖木協第11号 金秀鋼材㈱ 沖縄県 西原町字小那覇1212 (098)944-1234

4898 沖縄県木協 沖木協第12号 ㈱ト-ナン沖縄営業所 沖縄県 豊見城市字豊見城337-2 (098)850-1040
4899 沖縄県木協 沖木協第13号 ㈲ねは家具木工 沖縄県 久米島町字仲泊1183 (098)985-2259
4900 沖縄県木協 沖木協第14号 ㈱とみや商会 沖縄県 宮古島市平良字西里56 (09807)2-3028
4901 沖縄県木協 沖木協第15号 ㈲國場商行 沖縄県 与那原町字上与那原497-3 (098)946-5661

4902 沖縄県木協 沖木協第16号 ㈲平田工房 沖縄県 西原町字小那覇1478-1 (098)944-0655
4903 沖縄県木協 沖木協第17号 名護林業生産加工販売事業協同

組合
沖縄県 名護市字源河2534-288 (0980)58-2261

4904 沖縄県木協 沖木協第18-1号 ㈱沖縄イゲト- 沖縄県 南城市佐敷字津波古978 (098)947-3410

4905 沖縄県木協 沖木協第18-2号 ㈱沖縄イゲト-営業所読谷建材店 沖縄県 読谷村字波平1615-1 (098)958-2011
4906 沖縄県木協 沖木協第18-3号 ㈱沖縄イゲト-営業所糸満建材店 沖縄県 糸満市字照屋1278-1 (098)994-5101
4907 沖縄県木協 沖木協第19号 （資）宮里製材所 沖縄県 沖縄市大里2-6-18 (098)938-1677

4908 沖縄県木協 沖木協第20号 ㈱吉田建材 沖縄県 糸満市西崎町5-14-2 (098)994-3007
4909 沖縄県木協 沖木協第21号 木脇産業㈱沖縄支店 沖縄県 与那原町字上与那原463 (098)945-2913
4910 沖縄県木協 沖木協第22号 産建材木店 沖縄県 那覇市字小禄876 (098)857-0116
4911 沖縄県木協 沖木協第23号 新里建材 沖縄県 沖縄市安慶田4-1-25 (098)933-1616

4912 沖縄県木協 沖木協第24号 ㈲桑畑建材 沖縄県 西原町字翁長456 (098）945-4423
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付属資料3
ISO14001適合組織(木材・木製品)

# 組織（企業）名 組織事業所名 所在地 URL

1 新秋木工業㈱ 秋田工場 秋田県秋田市向浜一丁目8番2号 http://www.seihoku.gr.jp/index.html

2 セイホク㈱ 宮城県石巻市潮見町2番地の1 http://www.seihoku.gr.jp/index.html

3 西北プライウッド㈱ 石巻工場 宮城県石巻市西浜町1番16号 http://www.seihoku.gr.jp/index.html
4 東京ボード工業㈱ リサイクリング工場 東京都江東区新木場2丁目12番5号 http://www.t-b-i.co.jp/
5 永大産業㈱ 山口・平生事業所 山口県熊毛郡平生町大字曽根2388番地 http://www.eidai.com/
6 永大産業㈱事業本部 大阪事業所 大阪府堺市築港新町2丁12番 http://www.eidai.com/
7 永大産業㈱ 敦賀事業所 福井県敦賀市永大町 http://www.eidai.com/
8 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム梓川工場 長野県松本市梓川梓5055 http://www.misawa.co.jp

9 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム岩手工場 岩手県八幡平市柏台1丁目4番地 http://www.misawa.co.jp
10 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム岡山工場 岡山県備前市香登本700-1 http://www.misawa.co.jp
11 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム静岡工場 静岡県島田市志戸呂726-2 http://www.misawa.co.jp
12 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム名古屋工 愛知県江南市前野町東2-1 http://www.misawa.co.jp
13 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム沼田工場 群馬県沼田市横塚町397番地 http://www.misawa.co.jp

14 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム福岡工場 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山1番地-62 http://www.misawa.co.jp
15 ㈱ミサワテクノ ミサワホーム松本工場 長野県松本市今井松本道7110-3 http://www.misawa.co.jp
16 福井住宅工業㈱ ミサワホーム福井工場 福井県福井市南山町28番1号 http://www.misawa.co.jp
17 山梨住宅工業㈱ ミサワホーム山梨工場 山梨県北杜市長坂町長坂上条2228番地5号 http://www.misawa.co.jp
18 伊藤組木材㈱ 住宅工業事業本部 ミサ

ワホーム札幌工場
北海道石狩市新港南2丁目725番1 http://www.misawa.co.jp

19 茨城住宅工業㈱ ミサワホーム磯原工場 茨城県北茨城市磯原町大塚1078番地 http://www.misawa.co.jp
20 今井産業㈱ 住宅事業本部ミサワ

ホーム島根工場
島根県浜田市周布町1066番地13 http://www.misawa.co.jp

21 中国セキスイ工業㈱ 岡山県岡山市古都宿189 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html
22 中部セキスイ工業㈱ 愛知県豊橋市明海町3-22 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html

23 西日本セキスイ工業㈱ 佐賀県鳥栖市轟木町1760番地 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html
24 東日本セキスイ工業㈱ 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字壇の越55番地 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html
25 関東セキスイ工業㈱ 茨城県笠間市北吉原287 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html
26 北日本セキスイ工業㈱ 北海道岩見沢市東町二条四丁目142番地4 http://www.sekisui.co.jp/csr/index.html
27 東陶ハイリビング㈱ 本社及び茂原工場 千葉県茂原市本納3210-1 http://www.totohighliving.co.jp/
28 東陶ハイリビング㈱ 行橋工場 福岡県行橋市大字今井1180番地 http://www.totohighliving.co.jp/

29 東陶プラテック㈱ 福岡県豊前市大字八屋322-43 http://www.totohighliving.co.jp/
30 東洋プライウッド㈱ 九州工場 佐賀県伊万里市山代町久原2872番地9 http://www.toyoplywood.co.jp/
31 東洋プライウッド㈱ 名古屋工場 愛知県海部郡飛島村木場一丁目80番地 http://www.toyoplywood.co.jp/
32 積水ハウス㈱ 静岡工場 静岡県掛川市中1100 http://www.sekisuihouse.co.jp/
33 積水ハウス㈱ 滋賀工場 滋賀県栗東市下鈎333 http://www.sekisuihouse.co.jp/

34 積水ハウス㈱ 東北工場 宮城県加美郡色麻町大原8番地 http://www.sekisuihouse.co.jp/
35 積水ハウス㈱ 山口工場 山口県山口市鋳銭司5000 http://www.sekisuihouse.co.jp/
36 アイカインテリア工業㈱ 愛知県小牧市小木南1丁目99番地
37 アイカ工業㈱ 愛知県清須市西堀江2288番地 http://www.aica.co.jp/
38 朝日ウッドテック㈱ 生産本部 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目1-20 http://www.woodtec.co.jp/

39 伊藤喜オールスチール㈱ 野田工場、東京営業所 千葉県野田市尾崎2288 http://www.itoki.jp/
40 井波ダイケンプロダクツ㈱ 富山県南砺市井波1番地の1 http://www.daiken.jp/inami/index.html
41 イビデン㈱ 本社事業場／青柳事業

場／大垣事業場／河間
事業場／大垣北事業場
／衣浦事業場／動電力
事業場／IBIDEN
ELECTRONICS (BEIJING)
CO.,LTD.

岐阜県大垣市神田町2－1 http://www.ibiden.co.jp/

42 内山工業㈱ 岡山第一工場 岡山県岡山市江並338番地 http://www.umc-net.co.jp/
43 エス・バイ・エル住工㈱ 茨城県つくば市緑ヶ原2-2 http://www.sxl.co.jp/corporate/group/ind

ex.html

44 小名浜合板㈱ 本社及び関連事業所 福島県いわき市泉町下川字田宿1番地の1 http://www.onahamagouhan.co.jp/
45 片桐銘木工業㈱ 営業部、蟹江工場 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字長割124 http://www.znet.ne.jp/katagiri/
46 兼松日産農林㈱ 本社工場 東京都千代田区麹町三丁目2番地 麹町共同ビ http://www.knn.co.jp/
47 ㈱アラセ 大阪府松原市丹南5丁目4－3 http://www.arase.co.jp/
48 ㈱アルティー 岐阜県中津川市茄子川中垣外1683 http://www.maruyama-

g.co.jp/group/iso14001/alti-14001.html

49 ㈱アルボカンパニー 本社 石川県金沢市湊四丁目23番地 http://www1.ocn.ne.jp/~albo/
50 ㈱アルボレックス 徳島県徳島市津田海岸町4番59号 http://www.arborex.co.jp/
51 ㈱アルモア 群馬県前橋市堀越町2494 http://www.armor.co.jp/index.html
52 ㈱イサオ製作所 本社工場 静岡県浜松市中瀬8075
53 ㈱イシモク・コーポレーション

及び関連会社（西日本住機㈱）
福岡県大川市向島1703

54 ㈱ 一畳屋 熊本県合志市栄 3415-11 http://www.ichijoya.co.jp/index.html
55 ㈱イワビシ 本社及び岩村工場 岐阜県恵那市岩村町矢坪2453番地の1 http://www.maruyama-

g.co.jp/iwabishi/factory/honsya/01.html

56 ㈱上田 敷物工場 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字飛曽川3894 http://www.uedashikimono.co.jp/
57 ㈱ 大村製材所 兵庫県姫路市網干区新在家1302

58 ㈱オリエント 沼田サイト 群馬県沼田市恩田町376番地1 http://www.kk-orient.co.jp/
59 ㈱ カシイ 本社及び工場 富山県富山市三郷18番地 http://www.kashii.co.jp/
60 ㈱カネキチ 静岡県浜松市青屋町564 http://www.kanekichi.jp/index.html
61 ㈱クラフト 山形県上山市川口字五反田850－1 http://www.toilet.co.jp/
62 ㈱ケイモク 広島県福山市駅家町大橋294-3 http://www.keimoku.co.jp/

63 ㈱ コイケ 東京都品川区北品川1丁目1番17号 http://www.koike.co.jp/
64 ㈱ 鯉丸 本社／美原工場 大阪府堺市美原町木材通4丁目14番5号
65 ㈱サカモト 埼玉県飯能市山手町25番21号 http://www.eco-sakamoto.co.jp/
66 ㈱サンエイ 本社及び第3工場 群馬県邑楽郡大泉町古海736-2 http://homepage2.nifty.com/kk-sanei/
67 ㈱鈴鍵 愛知県豊田市中金町塚ﾉ本111-3 http://www.szken.co.jp/
68 ㈱須田商事 栃木県河内郡上三川町大字上郷2185-5

69 ㈱　ダイトー 大阪府大阪市中央区北浜1丁目5番5号
70 ㈱ダルトン工芸センター 静岡県藤枝市八幡407番地の3 http://www.dalton.co.jp/
71 ㈱ 辻本ウッドワーク 三重県名張市結馬16番地 http://www.tsujimoto-timber.co.jp/
72 ㈱トーマ 本社工場 奈良県大和高田市東雲町13-4
73 ㈱ナムラ 仙波工場 栃木県佐野市仙波町161 http://www.namuraco.co.jp/

74 ㈱ 日新 鳥取県境港市西工業団地100番地 http://www.nisshin.gr.jp/
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ISO14001適合組織(木材・木製品)
# 組織（企業）名 組織事業所名 所在地 URL

75 ㈱　ノーリツ 商品事業本部、住設シ
ステム事業部、つくば
工場、加古川事業所及
び前橋事業所商品事業
本部、住設システム事
業部、つくば工場、加
古川事業所及び前橋事
業所

茨城県土浦市紫ケ丘5番1 http://www.noritz.co.jp/index.html

76 ㈱ ノダ 清水事業所 静岡県静岡市清水区駒越北町13番1号 http://www.noda-co.jp/index.html
77 ㈱ ノダ富士木材㈱ 静岡県庵原郡富士川町中之郷648－1
78 ㈱ ヒオキ 北海道帯広市西25条北1丁目3番6号 http://www.o-hioki.co.jp/top.html

79 ㈱東日本ウッドワークス北海道 北海道白老郡白老町字石山67番地9
80 ㈱平尾工務店 兵庫県加東市天神341 http://www.hirao-co.com/
81 ㈱堀木工所 大阪府貝塚市二色南町5番3
82 ㈱丸末 本社（建設事業部を除

く）及び美原工場
大阪府松原市丹南3丁目2番15号 http://www.marusue.com/mrse/top/index.ht

ml

83 ㈱みうら 本社 山口県周南市野村三丁目24番1号 http://www.m-style80.com/

84 ㈱ミヤケファブリカ 山梨県南アルプス市下高砂1160番地
85 ㈱宮本工業日本プレカットシス

テム㈱
本社・関東支店・東北
支店（宮本工業）関西
支店・関東支店・東北
支店（日本プレカット
システム）

株式会社宮本工業
（本社）和歌山県和歌山市西浜1660－50
（関東支店）千葉県千葉市美浜区新港228－3
（東北支店）宮城県名取市植松43
日本プレカットシステム株式会社
（関西支店）和歌山県和歌山市西浜1660
（関東支店）千葉県千葉市美浜区新港22

http://www.miyamoto-group.co.jp/

86 ㈱吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町2 http://www.yoshidasangyo.co.jp/
87 亀井産業グループ 埼玉県熊谷市大字三ヶ尻4236 http://www.kameisangyo.co.jp/
88 河合製巧㈱ 小牧工場 愛知県小牧市三ッ渕南播州1231 http://www.kawaiseiko.co.jp/index.htm

89 岐阜松下電工㈱ 岐阜県美濃加茂市牧野1006番地 http://www.mskenzai.com/
90 協和木工㈱ 本社 広島県広島市西区商工センター4-9-9 http://www.kyowa-mokko.co.jp/
91 クリナップ㈱ 本社、生産本部及び関

連組織
東京都荒川区西日暮里6-22-22 http://www.cleanup.co.jp/

92 クロバー㈱ 東大阪事業所 大阪府東大阪市吉田4丁目4番29号 http://www.clover.co.jp/

93 コーチ㈱ 静岡県浜松市春野町宮川1879番地 http://www.ko-chi.co.jp/index.html
94 小松ウオール工業㈱ 石川県小松市工業団地1丁目72番地 http://www.komatsuwall.co.jp/
95 コマツハウス㈱ 技術本部商品技術部、

生産リース本部新城工
場、生産リース本部
リース事業部中部セン
ター、大阪支店

愛知県新城市庭野字南植田3 http://www.komatsu-house.co.jp/

96 堺木材工業㈱ 大阪府堺市南花田町393番地の1
97 櫻井木材加工㈱ 愛知県海部郡飛島村木場二丁目127番地
98 幸の国木材工業㈱ 熊本県山鹿市鹿北町芋生4197番地の1 http://www.sachinokuni.co.jp/
99 サンウエーブ工業㈱ 深谷製作所（本社　品

質保証室、開発部、生
産企画部、技術部、生
産調達部、生産革新部
を含む）及び社製作所

埼玉県深谷市幡羅町1-10 http://www.sunwave.co.jp/

100 三栄工業㈱ 愛知県豊田市高岡町東浦10番地 http://www.san-ei-kk.co.jp/index.htm
101 三和包装産業㈱ 本部･7号倉庫及び製凾

工場
大阪府門真市柳田町28-1 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/isobe-

sanwa/index.html

102 鹿野産業㈱ 京都府京都市南区上鳥羽堀子町131
103 昭和化学工芸㈱ 本社 愛知県刈谷市,大手町2-29 http://www.showakk.co.jp/
104 スウェーデンハウス㈱ 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号　キャ

ロットタワー23階（本社）
http://www.swedenhouse.co.jp/

105 鈴春工業㈱ 静岡県磐田市東平松926 http://www.suzuharu.co.jp/index.htm
106 豆陽工業㈱ 京都府八幡市内里女谷3-1 http://www.zuyou.co.jp/
107 セブン工業㈱ 岐阜県美濃加茂市本郷町6-11-15 http://www.seven-gr.co.jp/
108 双日住宅資材㈱管理本部 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8
109 大建工業㈱ 内装材事業部 名古屋建

材部
愛知県名古屋市中川区清川町6丁目1番地 http://www.daiken.jp/

110 大昭和ユニボード㈱ 宮城県岩沼市字吹上西111 http://www.uniboard.jp/
111 大成建設ハウジング㈱ 千葉県成田市滑川857番1 http://www.homestyle.taisei.co.jp/index.
112 大日建材工業㈱ 埼玉県北足立郡伊奈町小室4506
113 高見製凾㈲ 工場 広島県廿日市市永原10番地10
114 ディーアイシー・インテリア㈱ 福島工場 福島県石川郡平田村大字駒形字小舘270-8

115 テクノ事業部 ジオウッド工場 千葉県成田市滑川857番1
116 土井木工㈱ 庄原工場 広島県庄原市新庄町字王子88－15 http://www.doikagu.com/
117 トステム㈱ 東京都江東区大島2丁目1番1号 http://www.tostem.co.jp/
118 中川工業㈱ 愛知県知立市山屋敷町向田20番地1 http://nakagawa-kk.co.jp/
119 中村ハウゼックス㈱ 本社・工場 奈良県吉野郡大淀町桧垣本1083-4 http://www.hauzex.co.jp/

120 南海プライウッド㈱ 香川県高松市松福町一丁目15番10号 http://www.nankaiplywood.co.jp/
121 西日本ダイケンプロダクツ㈱ 岡山県岡山市海岸通二丁目5番8号
122 日晨工業㈱ 福島県いわき市勿来町関田滝沢17番地 http://www.nissin-ltd.jp/
123 日本スピンドル製造㈱ 兵庫県尼崎市潮江四丁目2番30号 http://www.spindle.co.jp/
124 日本製紙木材㈱ 断熱材事業部 いわき工 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2－34 http://www.np-l.co.jp/
125 日本ノボパン工業㈱ 大阪府堺市築港南町4番地 http://www.novopan.co.jp/

126 ニホンフラッシュ㈱ 本社・本社工場 徳島県小松島市横須町5番26号 http://www.nfnf.co.jp/
127 パナホーム㈱ 生産本部及び関連事業 滋賀県東近江市下岸本町10番地 http://www.panahome.jp/
128 福山キッチン装飾㈱ 広島県福山市御幸町中津原1950の3 http://www.urban.ne.jp/home/fkitchen/
129 富山大建工業㈱ 富山県射水市堀江千石6番地
130 富士電装工業㈲ 愛知県豊川市穂ノ原3丁目14番地の2

131 富士ファニチア製造㈱ 東京都大田区京浜島2丁目15番4号 http://www.fujifm.co.jp/
132 富士木材㈱ 静岡県富士市下横割226 http://www.ipac-fujimoku.co.jp/
133 冨士木材工業㈱ 草津工場／飛島工場 草津工場：滋賀県草津市川原4丁目3番2号
134 北辰機材㈱ 本社工場 群馬県伊勢崎市境東新井1270番8 http://www.hokushin-inc.co.jp/
135 北進重機㈱ 群馬県渋川市川島1839番地1 http://www.hokushinjuki.co.jp/
136 松尾産業㈱ 本社及び淀川工場 大阪府守口市,八雲中町3-13-14 http://www.matsuo-
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137 松下電工㈱ 環境推進部 大阪府門真市,門真1048 http://www.mew.co.jp/
138 松本建工㈱ 生産本部 北海道札幌市東区北42条東15丁目1番1号 MKS http://www.matsuken.co.jp/index.html
139 丸三木材㈱ 東北プレカットワーク 福島県二本松市,成田字柏崎214 http://www.marusan-lumber.co.jp/
140 丸山木材工業㈱ 本社事務部門及び木建

事業部並びにアンベー
ル事業部

岐阜県中津川市東宮町1番2号

141 三井ホームコンポーネント㈱ 生産部　埼玉工場 埼玉県北埼玉郡大利根町新利根1-6-1 http://www.mhc.co.jp/
142 やなぎプロダクツ㈱ 本社 大阪府河内長野市上原町180 http://www.yanagip.com/
143 山加産業㈱ 岐阜県関市上之保188番地
144 山崎工業㈱ 静岡県静岡市駿河区新川1丁目7番9号 http://db3.ci-center.net/FMPro?-

db=kagu_001.fp5&-layout=lay00&-
format=/kagu_websalon/web_kagu/detail01.
html&ID=146&-Token.0=off&-find

145 山室木材工業㈱ 滋賀県米原市大野木1751－5 http://www.yama-muro.co.jp/
146 ㈲アリイ 山口県周南市政所4-16-21
147 ㈲小松木工 秋田県横手市大雄字田村66－5

148 利高工業㈱ 営業開発部・滋賀工場 滋賀県坂田郡近江町長沢988 http://www.riko-kk.co.jp/
149 立花容器㈱ 岡山県倉敷市玉島柏島7047 http://www.spac.co.jp/index.html
150 秋田プライウッド 秋田県秋田市川尻町字大川反232 http://www.aplywood.co.jp/
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1 浅野段ボール㈱ 東京事業所 埼玉県春日部市南栄町2番地2号 http://www.asadan.co.jp/

2 浅野段ボール㈱ 名古屋事業所 愛知県西加茂郡三好町大字福谷字蟹畑1 http://www.asadan.co.jp/

3 アサヒ紙工㈱ 小田原工場 神奈川県川崎市川崎区水江町6番6号 http://www.asahi-shiko.co.jp/

4 アサヒ紙工㈱ 本社工場 埼玉県鴻巣市箕田4070

5 王子板紙㈱ 大分工場 大分県大分市大字小中島字江ノ道872番地の1

6 王子板紙㈱ 大阪工場 大阪府大阪市東淀川区南江口3－15－58

7 王子板紙㈱ 佐賀工場 佐賀県佐賀郡久保田町大字久保田1番地

8 王子板紙㈱ 祖父江工場 愛知県稲沢市祖父江町祖父江外平150

9 王子板紙㈱ 中津川・恵那工場 岐阜県中津川市小川町2－3

10 王子板紙㈱ 名寄工場 北海道名寄市字徳田20－6

11 王子板紙㈱ 日光工場 栃木県河内郡河内町大字白沢592

12 王子板紙㈱ 富士工場 静岡県富士市伝法1180－1

13 王子板紙㈱ 松本工場 長野県松本市大字笹賀5200番地1

14 王子キノクロス㈱ 富士工場 静岡県富士市入山瀬一丁目2番5号 http://www.kinocloth.co.jp/

15 王子製紙㈱ 日南工場 宮崎県日南市大字戸高1850番地 http://www.ojipaper.co.jp/

16 王子製紙㈱ 江戸川工場 東京都江戸川区東篠崎2－3－2 http://www.ojipaper.co.jp/

17 王子製紙㈱ 春日井工場 愛知県春日井市王子町1番地 http://www.ojipaper.co.jp/

18 王子製紙㈱ 神崎工場 兵庫県尼崎市常光寺4－3－1 http://www.ojipaper.co.jp/

19 王子製紙㈱ 釧路工場 北海道釧路市大楽毛3丁目2番5号 http://www.ojipaper.co.jp/

20 王子製紙㈱ 呉工場 広島県呉市広末広2－1－1 http://www.ojipaper.co.jp/

21 王子製紙㈱ 苫小牧工場 北海道苫小牧市王子町2丁目1番1号 http://www.ojipaper.co.jp/

22 王子製紙㈱ 富岡工場 徳島県阿南市豊益町吉田1番地 http://www.ojipaper.co.jp/

23 王子製紙㈱ 富士工場 静岡県富士市平垣300番地 http://www.ojipaper.co.jp/

24 王子製紙㈱ 米子工場 鳥取県米子市吉岡373番地 http://www.ojipaper.co.jp/

25 王子タック㈱ 宇都宮工場 栃木県宇都宮市平出工業団地27－2 http://www.ojitac.co.jp/

26 王子チヨダコンテナー㈱ 札幌工場 北海道岩見沢市東町248番地 http://www.e-occ.co.jp/index.html

27 王子チヨダコンテナー㈱ 本社 東京都中央区銀座5－12－8　王子製紙1号館5
階

http://www.e-occ.co.jp/index.html

28 王子チヨダコンテナー㈱ 釧路工場 北海道釧路市大楽毛三丁目2番5号 http://www.e-occ.co.jp/index.html

29 王子チヨダコンテナー㈱ 環境ブロックA 大阪府門真市三ツ島10番地 http://www.e-occ.co.jp/index.html

30 王子特殊紙㈱ 岩渕工場 静岡県庵原郡富士川町中之郷1157－1 http://www.ojispecialtypaper.co.jp/

31 王子特殊紙㈱ 江別工場 北海道江別市王子1番地 http://www.ojispecialtypaper.co.jp/

32 王子特殊紙㈱ 中津工場 岐阜県中津川市中津川3465番地の1 http://www.ojispecialtypaper.co.jp/

33 王子特殊紙㈱ 富士製造本部 静岡県庵原郡富士川町中之郷1157－1 http://www.ojispecialtypaper.co.jp/

34 王子ネピア㈱ 苫小牧工場 北海道苫小牧市勇払143番地 http://www.nepia.co.jp/

35 王子パッケージング㈱ 東京都江戸川区東篠崎二丁目3番地2号 http://www.oji-pkg.co.jp/

36 ㈱　共進ペイパー＆パッケー
ジ

加古川工場 兵庫県加古郡稲美町中村1番地1 http://www.kyoshin-pk.co.jp/

37 ㈱ 共進ペイパー＆パッケージ 関東工場 千葉県千葉市花見川区犢橋町1616－1 http://www.kyoshin-pk.co.jp/

38 ㈱ クレシア 岩国工場 山口県岩国市大字長野字長野尻1808 http://www.crecia.co.jp/

39 ㈱ クレシア 開成工場 神奈川県足柄上郡開成町吉田島500 http://www.crecia.co.jp/

40 ㈱ クレシア 京都工場 京都府福知山市長田野町1丁目54番地 http://www.crecia.co.jp/

41 ㈱ クレシア 東京工場 埼玉県草加市松江4－2－16 http://www.crecia.co.jp/

42 ㈱公和産業 本社 東京都葛飾区東立石2丁目15番19号 http://www.kowaweb.co.jp/index0.html

43 ㈱公和産業 結城工場 茨城県結城市古宿新田字瀬神123番地 http://www.kowaweb.co.jp/index0.html

44 ㈱トーモク 大阪工場 大阪府門真市深田町4－11 http://www.tomoku.co.jp/

45 ㈱トーモク 館林工場 群馬県館林市野辺町906番1号 http://www.tomoku.co.jp/

46 紀州製紙㈱ 大阪工場 大阪府吹田市南吹田4－20－1 http://www.kishu.co.jp/

47 紀州製紙㈱ 紀州工場 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿182 http://www.kishu.co.jp/

48 ザ・パック㈱ 大阪工場・茨城工
場

大阪府東大阪市東鴻池町1-5-39 http://www.thepack.co.jp/

49 ザ・パック㈱ 埼玉工場 埼玉県坂戸市千代田5－4－34 http://www.thepack.co.jp/

50 ザ・パック㈱ 奈良工場 奈良県大和郡山市池沢町321-2 http://www.thepack.co.jp/

51 ザ・パック㈱ 本社、神戸支社、
京都支社、奈良営
業所、姫路営業所

大阪府大阪市東成区東小橋2丁目9-9 http://www.thepack.co.jp/

52 サクラパックス㈱ 石川事業所 石川県白山市上二口町60番地 http://www.sakura-paxx.co.jp/

53 サクラパックス㈱ 新潟事業所 新潟県新潟市木津工業団地1番1号 http://www.sakura-paxx.co.jp/

54 サクラパックス㈱ 本社及び富山事業
所

富山県富山市高木3000番地 http://www.sakura-paxx.co.jp/

55 スーパーバッグ㈱ 鶴ヶ島工場 埼玉県鶴ヶ島市富士見6－2－16 http://www.superbag.co.jp/

56 スーパーバッグ㈱ 所沢事業所 埼玉県所沢市若狭1丁目2602番地 http://www.superbag.co.jp/

57 セッツカートン㈱ 越前工場 福井県あわら市伊井10－13－1

58 セッツカートン㈱ 小野工場 兵庫県小野市匠台21

59 セッツカートン㈱ 新潟工場 新潟県西蒲原郡分水町大字笈ケ島字五郎右エ
門田1453番地

60 セッツカートン㈱ 本社 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目4番1号

61 セッツカートン㈱ 南大阪工場 大阪府松原市天美我堂2丁目205番地1
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62 セッツカートン㈱ 山口工場 山口県山口市大字下小鯖字別当11－1

63 大王加工紙工業㈱ 兵庫工場 兵庫県加西市別府町2664番地 http://www.daio-tech.co.jp/

64 大王製紙㈱ 三島工場 愛媛県四国中央市三島紙屋町5番1号 http://www.daio-paper.co.jp/

65 タック化成㈱ 財田工場 香川県三豊市財田町財田上1335－18 http://www.tack.co.jp/

66 タック化成㈱ 豊中工場 香川県三豊郡豊中町大字上高野字七尾4148 http://www.tack.co.jp/

67 中越パルプ工業㈱ 川内工場 鹿児島県薩摩川内市宮内町1番26号 http://www.chuetsu-pulp.co.jp/

68 中越パルプ工業㈱ 二塚工場 富山県高岡市二塚3288 http://www.chuetsu-pulp.co.jp/

69 中越パルプ工業㈱ 能町工場 富山県高岡市米島282番地 http://www.chuetsu-pulp.co.jp/

70 凸版印刷㈱ パッケージ事業本
部 秋葉原オフィス
／海老江オフィス

秋葉原オフィス：東京都台東区台東1－5－1 http://www.toppan.co.jp/

71 凸版印刷㈱ パッケージ事業本
部 関西事業部 福
崎工場

兵庫県神崎郡福崎町高橋字細谷290－29

72 凸版印刷㈱ パッケージ事業本
部 東京事業部 群
馬工場

群馬県邑楽郡大泉町吉田1207－1

73 凸版印刷㈱ 本社・関東事業所
幸手工場、滝野工

兵庫県加東郡滝野町河高355－4

74 トッパンコンテナー㈱ 埼玉工場 埼玉県鳩ケ谷市八幡木2丁目32番1号

75 名古屋パルプ㈱ 岐阜県可児市土田500番地 http://www.nagoya-pulp.co.jp/

76 名古屋パルプ㈱ 川辺工場 岐阜県加茂郡川辺町下川辺166 http://www.nagoya-pulp.co.jp/

77 日清紡績㈱ 川越工場 埼玉県川越市東田町4番地10 http://www.nisshinbo.co.jp/

78 日清紡績㈱ 島田工場 静岡県島田市宝来町8－1 http://www.nisshinbo.co.jp/

79 日清紡績㈱ 徳島工場 徳島県徳島市川内町中島635 http://www.nisshinbo.co.jp/

80 日清紡績㈱ 富士工場 静岡県富士市依田橋町7番34号 http://www.nisshinbo.co.jp/

81 日本製紙㈱ 旭川工場 北海道旭川市パルプ町505番地の1 http://www.np-g.com/

82 日本製紙㈱ 石巻工場 宮城県石巻市南光町2丁目2番1号 http://www.np-g.com/

83 日本製紙㈱ 岩国工場 山口県岩国市飯田町2－8－1 http://www.np-g.com/

84 日本製紙㈱ 岩沼工場 宮城県岩沼市大昭和1番1号 http://www.np-g.com/

85 日本製紙㈱ 釧路工場 北海道釧路市鳥取南2－1－47 http://www.np-g.com/

86 日本製紙㈱ 研究開発本部 東京都北区王子5－21－1 http://www.np-g.com/

87 日本製紙㈱ 小松島工場 徳島県小松島市豊浦町1番地 http://www.np-g.com/

88 日本製紙㈱ 白老工場 北海道白老郡白老町字北吉原181番地 http://www.np-g.com/

89 日本製紙㈱ 勿来工場 福島県いわき市勿来町窪田十条1番地 http://www.np-g.com/

90 日本製紙㈱ 伏木工場 富山県高岡市伏木1丁目1番1号 http://www.np-g.com/

91 日本製紙㈱ 富士工場 静岡県富士市今井4丁目1番1号 http://www.np-g.com/

92 日本製紙㈱ 八代工場 熊本県八代市十条町1番1号 http://www.np-g.com/

93 日本製紙㈱ 勇払工場 北海道苫小牧市勇払143 http://www.np-g.com/

94 日本製紙ケミカル㈱ 江津事業所 島根県江津市江津町1280 http://www.npchem.co.jp/

95 日本大昭和板紙関東㈱ 草加工場 埼玉県草加市松江四丁目3番39号 http://www.nichidaiita.co.jp/

96 日本大昭和板紙関東㈱ 足利工場 栃木県足利市宮北町12－7 http://www.nichidaiita.co.jp/

97 日本大昭和板紙東北㈱ 秋田県秋田市向浜ニ丁目1番1号 http://www.nichidaiita.co.jp/

98 日本大昭和板紙西日本㈱ 芸防工場 広島県大竹市東栄2－1－18 http://www.nichidaiita.co.jp/

99 日本大昭和板紙西日本㈱ 高知工場 高知県吾川郡いの町3380 http://www.nichidaiita.co.jp/

100 日本大昭和板紙吉永㈱ 静岡県富士市比奈798 http://www.nichidaiita.co.jp/

101 北越製紙㈱ 関東工場 千葉県市川市大洲3丁目21番1号 http://www.hokuetsu-paper.co.jp/

102 北越製紙㈱ 長岡工場 新潟県長岡市蔵王3丁目2番1号 http://www.hokuetsu-paper.co.jp/

103 北越製紙㈱ 新潟工場 新潟県新潟市榎町57番地 http://www.hokuetsu-paper.co.jp/

104 北越パッケージ㈱ 東京都千代田区内神田二丁目15番9号古河千代
田ビル7階

http://www.hokuetsu-package.co.jp/

105 北陸紙器㈱ 富山県射水市小島91

106 丸富製紙㈱ 今泉工場 静岡県富士市今泉7－8－25 http://www.marutomi-seishi.co.jp/

107 丸富製紙㈱ 沼津工場 静岡県沼津市大岡35 http://www.marutomi-seishi.co.jp/

108 丸富製紙㈱ 富士根工場 静岡県富士市天間686 http://www.marutomi-seishi.co.jp/

109 三島製紙㈱ 大竹工場 広島県大竹市東栄1－16－1 http://www.mishimapaper.co.jp/

110 三島製紙㈱ 吹田工場 大阪府吹田市東御旅町11番46号 http://www.mishimapaper.co.jp/

111 三島製紙㈱ 原田工場 静岡県富士市原田506番地 http://www.mishimapaper.co.jp/

112 三菱製紙㈱ 高砂工場 兵庫県高砂市高砂町栄町105番地 http://web.infoweb.ne.jp/mpm/

113 三菱製紙㈱ 八戸工場 青森県八戸市大字河原木字青森谷地 http://web.infoweb.ne.jp/mpm/

114 山下印刷紙器㈱ 尼崎工場 兵庫県尼崎市下坂部3丁目1番66号 http://www.yamashita-pac.com/

115 山下印刷紙器㈱ 大阪工場 大阪府大阪市此花区西九条6－1－14 http://www.yamashita-pac.com/

116 山下印刷紙器㈱ 延岡工場 宮崎県延岡市中の瀬町2丁目5652－1 http://www.yamashita-pac.com/

117 山下印刷紙器㈱ 敦賀工場 福井県敦賀市古田刈15号 http://www.yamashita-pac.com/

118 山田ダンボール㈱ 滋賀工場 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字奥畑15－12 http://www.yamada-cc.co.jp/

119 山田ダンボール㈱ 千葉工場 千葉県八千代市大和田新田564番地2 http://www.yamada-cc.co.jp/
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120 山田段ボール㈱ 本社工場 三重県四日市市白須賀一丁目2番8号 http://www.yamada-cc.co.jp/

121 UNI-CHARM (THAILAND)
CO.,LTD.

WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 105 MOO 9,
TAMBON BANGVUA, AMPHUR BANGPAKONG,
CHACHEONGSAO, THAILAND

http://www.unicharm.co.jp/index.html

122 ユニ・チャーム㈱ 四国中央地区事業
所

香川県観音寺市豊浜町和田浜1496－1 http://www.unicharm.co.jp/index.html

123 ユニ・チャーム㈱ 本社地区 東京都港区高輪三丁目25番23号 京急第2ビル http://www.unicharm.co.jp/index.html

124 ユニ・チャーム㈱ ユニ・チャーム四
国開発地区事業所

香川県観音寺市豊浜町和田浜1531－7 http://www.unicharm.co.jp/index.html

125 ユニ・チャームプロダクツ㈱ 福島工場 福島県東白川郡棚倉町大字金沢内字中背戸続
26番地1

http://www.unicharm.co.jp/index.html

126 ユニ・チャーム㈱ 掛川地区事業所 静岡県掛川市篠場5－6 http://www.unicharm.co.jp/index.html

127 レンゴー㈱ 桂工場 京都府京都市南区吉祥院観音堂町19番地 http://www.rengo.co.jp/

128 レンゴー㈱ 金津事業所 福井県あわら市自由ヶ丘一丁目8番10号 http://www.rengo.co.jp/

129 レンゴー㈱ 利根川事業所 茨城県坂東市岩井5269 http://www.rengo.co.jp/

130 レンゴー㈱ 八潮工場 埼玉県八潮市西袋330番地 http://www.rengo.co.jp/

131 レンゴー㈱ 淀川工場 大阪府大阪市福島区大開4丁目1番186号 http://www.rengo.co.jp/

132 レンゴー㈱ 尼崎工場 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目4番1号 http://www.rengo.co.jp/

133 レンゴー㈱ 段ボール部門 大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号中之島セ
ントラルタワー

http://www.rengo.co.jp/

134 朝日印刷㈱ 生産本部 富山県富山市婦中町板倉492番2 http://www.asahi-pp.co.jp/

135 旭化成ケミカルズ㈱ 和歌山工場 和歌山県御坊市藤田町藤井2255番地 http://www.asahi-
kasei.co.jp/asahi/jp/chemicals/index.html

136 朝日産業㈱ 大阪府東大阪市稲葉3丁目15-24 http://www.asahi-sg.co.jp/

137 旭段ボール㈱ 東京都大田区大森北五丁目15番23号

138 安積濾紙㈱ 本社 大阪府大阪市東淀川区小松4－2－15 http://www.azumi-filter.co.jp/

139 淡路紙工㈱ 兵庫県南あわじ市中条中筋1020番地

140 阿波製紙㈱ 本社工場 徳島県徳島市南矢三町3丁目10－18 http://www.awapaper.co.jp/

141 イケヤ㈱ 本社工場 静岡県浜松市大島町747-1 http://www.ohha.net/ikeya/

142 石岡加工㈱ 茨城県石岡市柏原7番1号 http://www.nipponpaper-
pak.com/company/index.html

143 石田紙器㈱ 本社 鳥取県倉吉市福庭町1丁目433番地 http://www.ishidashiki.co.jp/

144 イデシギョー㈱ 依田原工場 静岡県富士市依田原町7－33 http://www.ideshigyo.co.jp/company.html

145 イトマン㈱ 本社　川之江ＤＣ
四国営業所

愛媛県四国中央市金生町下分681番地 http://www.e-itoman.jp/index.html

146 井上源太郎商店 奈良県北葛城郡広陵町南106－3

147 いわき大王製紙 ㈱ 福島県いわき市南台4丁目3番6号 http://www.iwaki-daio.co.jp/

148 岩倉印刷紙業㈱ 郡山工場 奈良県大和郡山市池沢町321-16 http://www.ip-c.co.jp/

149 植田産業㈱ 静岡県富士市依田橋174－1 http://www.kamihimo.jp/

150 エー・エル・ピー㈱ 兵庫県多可郡多可町中区安楽田3番地2

151 エーワン㈱
㈱アクト

東京都千代田区岩本町3－5－5
千葉県東金市二之袋719－3

http://www.a-one.co.jp/

152 江川紙パック㈱ 茨城県猿島郡五霞町大字江川2572 http://www.nipponpaper-
pak.com/company/egawa.html

153 愛媛サニタリープロダクツ㈱ 愛媛県西条市ひうち6－3

154 愛媛製紙㈱ 愛媛県四国中央市村松町370 http://www.ehime-iinet.or.jp/co/e-paper/

155 エリエールテクセル㈱ 岐阜県可児市今東山677-1

156 大分製紙㈱ 豊前工場 福岡県豊前市沓川312番地 http://www.oita-seishi.com/

157 大河内紙業㈱ 本社、小牧物流セ
ンター

愛知県名古屋市中区栄一丁目25番35号 http://www.kamix.co.jp/

158 大阪紙器工業㈱ 大阪府大阪市西成区松3丁目7番12号

159 大津板紙㈱ 本社工場 滋賀県大津市馬場1丁目15－15 http://www.otsu-itagami.co.jp/

160 大昌㈱ 島根県松江市玉湯町布志名767－51

161 オカジ紙業㈱ 和歌山工場 和歌山県和歌山市西浜760－6 http://www5.ocn.ne.jp/~okaji/index.htm

162 岡田パッケージ㈱ 三重県松阪市八太町字クリ穴550-4 http://www.okadapackage.co.jp/

163 オキナ㈱ 本社及び本社工場
／物流センター

本社及び本社工場：東京都墨田区本所1－27－
8

http://www.okina.co.jp/

164 オリベスト㈱ 滋賀県野洲市三上2110番地 http://www.oribest.co.jp/index.html

165 花王㈱ 栃木工場/栃木研究
所

栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 http://www.kao.co.jp/

166 柏井紙業㈱ 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目10-21 http://www.kashiwai.co.jp/

167 カネパッケージ㈱ 埼玉県入間市南峯1095-15 http://www.kanepa.co.jp/

168 ㈱ アイパックス 本社 長野県飯田市山本6722-91 http://www.aipax.co.jp/index.html

169 ㈱ 朝日段ボール 香川県高松市国分寺町国分156－2

170 ㈱ イクタ 本社・第1工場 大阪府茨木市宿久庄六丁目7番7号

171 ㈱ イシクラ 本社 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場1－6－11 http://www.ishikura.co.jp/

172 ㈱イムラ封筒 大阪府大阪市中央区内本町二丁目1－13 http://www.imura.co.jp/

173 ㈱ エースパッケージ 埼玉県幸手市大字木立1830－22 http://www.acepackage.co.jp/

174 ㈱ エーワンパッケージ 本社／本社工場 岐阜県可児市広見字五反田1302番17 http://www.a1package.co.jp/

175 ㈱ 大鹿印刷所 本社／工場 岐阜県揖斐郡大野町上秋357 http://www.ohshika.com/index.html

176 ㈱ 岡田 愛知県名古屋市中区新栄一丁目13番12号

228



付属資料3

ISO14001適合組織(パルプ・紙・紙製品)
組織（企業）名 組織事業所名 所在地 URL

177 ㈱ オカヤス 株式会社 オカヤス
吉川本社工場

埼玉県吉川市旭3番の2（東埼玉テクノポリス
内）

http://www.k-okayasu.co.jp/

178 ㈱ 岡山製紙 岡山県岡山市浜野1丁目4番34号 http://www.okayamaseishi.co.jp/index.html

179 ㈱奥田 大阪府大阪市中央区島之内1丁目15番9号 http://www.kk-okuda.co.jp/

180 ㈱ 快速 東京都武蔵野市境1－18－21

181 ㈱カリタ 本社 東京都大田区仲六郷4丁目22番1号 http://www.kalita.co.jp/

182 ㈱岸紙器工業所 岡山県津山市横山391番地 http://ww3.tiki.ne.jp/~kisisiki/

183 ㈱北原紙器製作所 横浜工場 神奈川県横浜市港北区新羽町1254番地 http://www.kitaharashiki.com/JP/top.html

184 ㈱　ギフトク 岐阜県美濃市小倉737－78 http://www.asia-
links.com/biz/vsap/gifutoku/jaindex.html

185 ㈱協和 本社・門真倉庫 大阪府大阪市北区天満4丁目4番6号

186 ㈱キングコーポレーション 本社工場 愛知県津島市牧野町字昭和15番地 http://www.king-corp.co.jp/

187 ㈱ キングジム 茨城県牛久市桂町2200番地1 http://www.kingjim.co.jp/

188 ㈱ クラウン・パッケージ 愛知県小牧市小針三丁目67番地 http://www.crown-grp.co.jp/index.html

189 ㈱ グリーンパッケージ 本社工場 大阪府高槻市三島江1丁目3番1号

190 ㈱興栄 神奈川県横浜市港北区新羽町884番地 http://www.koeiyokohama.co.jp/

191 ㈱高春堂 本社 東京都中央区日本橋茅場町2丁目8番5号 http://www.kohshundo.co.jp/

192 ㈱興人 富士工場 静岡県富士市新橋町7番1号 http://www.kohjin.co.jp/

193 ㈱光陽メディア 本社 東京都新宿区築地町8番地 http://www.koyo-net.co.jp/index.html

194 ㈱コーセー 群馬事業所 群馬県伊勢崎市境伊与久1913 http://www.kose.co.jp/index4.html

195 ㈱サクラクレパス 大阪工場 大阪府東大阪市加納7丁目18-47 http://www.craypas.com/

196 ㈱ サトー 北上工場／長岡工
場

北上工場：岩手県北上市北工業団地1番25号 http://www.sato.co.jp/index.html

197 ㈱ サンエコーエンジニアリン
グ

埼玉県戸田市笹目南町30-17 http://www.sunecco.com/

198 ㈱ サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号 http://www.sangetsu.co.jp/

199 ㈱三星 福井県坂井郡春江町江留中39-4-1 http://www.i-mitsuboshi.jp/index.html

200 ㈱昭和商会 北陸事業部 福井工
場

福井県あわら市伊井15柳橋1番1 http://www.showashokai.co.jp/

201 ㈱昭和丸筒 鈴鹿事業所 三重県鈴鹿市平田中町1番1号 http://www.marutsutsu.co.jp/

202 ㈱杉山 静岡県富士市沼田新田151－1 http://www.t-queen.co.jp/

203 ㈱精工 大阪府大阪市北区西天満1－2－5 http://www.seikou-web.co.jp/

204 ㈱セイホウ 本社、第二工場 愛知県名古屋市中川区外新町2丁目91番地 http://www.seiho-corp.co.jp/index.html

205 ㈱第一パック 埼玉県南埼玉郡白岡町大字彦兵衛177番地 http://www.daiichipack.jp/

206 ㈱太洋 紙器事業部 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5-20-12 http://www.y-taiyo.co.jp/

207 ㈱高木包装 奈良県葛城市薑74番地2 http://www.takagi-hoso.co.jp/

208 ㈱タカヨシ 新潟県新潟市亀田工業団地1丁目3－21 http://www.takayoshi.co.jp/

209 ㈱タケヤマ 津島工場 愛知県津島市蛭間町字桝田322－1 http://www.k-takeyama.co.jp/index.html

210 ㈱タナックス 本社工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1
番15

http://www.tana-x.co.jp/

211 ㈱チクホーシーリング 福岡県飯塚市大字鯰田渡り口324－6

212 ㈱トキワ製紙カンパニー 愛知県尾張旭市晴丘町東82番地 http://www.tokiwacorp.co.jp/n/index.html

213 ㈱巴川製紙所 静岡事業所／清水
事業所

静岡事業所：静岡県静岡市駿河区用宗巴町3番
1号

http://www.tomoegawa.co.jp/

214 ㈱豊岡紙器 兵庫県豊岡市神美台12番

215 ㈱内藤 山梨県韮崎市円野町上円井3025 http://www.naito-co.com/

216 ㈱ 中川製作所 本社事務所／本社
工場／水戸工場

本社事務所／本社工場：埼玉県蕨市錦町2丁目
5番21号

http://www.nakagawa-mfg.co.jp/

217 ㈱七星社 宮城県石巻市南光町二丁目220番地の1 http://www.shichiseisha.co.jp/

218 ㈱ ナンカイテクナート 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面85 http://www.nankai-technart.co.jp/

219 ㈱日東社 ティッシュ工場 兵庫県姫路市,東山1245 http://www.nitto-sha.co.jp/index.html

220 ㈱日本アビリチーズ社 本社 茨城県常総市豊岡町乙1406－2

221 ㈱博進紙器製作所 本社／茨城第一工
場／茨城第二工場
／茨城第三工場

本社：東京都葛飾区白鳥3－32－39

222 ㈱ 長谷川紙工社 鳥取県鳥取市気高町宝木822-1 http://jimyouhin.com/hasegawa-shikousha/#top

223 ㈱ はまだ 和歌山県那賀郡打田町中井阪74番地 http://www.hamada-paper.jp/

224 ㈱ 福永 福島県福島市庄野字一本柳1－14 http://www.fuku-naga.co.jp/

225 ㈱ マーレ フィルターシステ
ムズ

東京都豊島区池袋3丁目1番2号光文社ビル http://www.mahle.com/home_ap_j.nsf/out/1.3.0.0?
OpenDocument&,9734493

226 ㈱前嶋商店 岡山県備前市伊部260の1 http://www.k5.dion.ne.jp/~maejima/

227 ㈱ 丸定 山形県米沢市中田町886 http://www.marusada.com/

228 ㈱ 丸信 本社・山川工場 福岡県久留米市山川市ノ上町7－20 http://www.maru-sin.co.jp/

229 ㈱緑マーク 福島工場 福島県白河郡矢吹町牡丹平150 http://www.midorimark.co.jp/

230 ㈱ヤマガタ 富田林工場 大阪府富田林市若松町東3丁目7番56号

231 ㈱ユーライン 大阪府枚方市北中振3丁目20番25号

232 ㈱ユニオンキャップ 名古屋工場 愛知県一宮市島崎1－2－3 http://www.unioncap.co.jp/

233 ㈱ユポ・コーポレーション 鹿島工場 茨城県神栖市東和田23 http://japan.yupo.com/

234 ㈱湯山製作所 岡山工場 岡山県勝田郡奈義町柿502－19 東山工業団地
内

http://www.ysfour.com/index.html
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235 ㈱リオラ 岡山工場 岡山県赤磐郡瀬戸町肩脊1320番地1号

236 ㈱栗林 富山県高岡市伏木1－1－1 http://www.kuri-bayashi.com/

237 ㈱リバース 本社工場 大阪府泉南市男里四丁目33番地7号 http://www.rebirth-inc.jp/index.php

238 紙小津産業㈱ 三重県松阪市大口町532－1 http://www.miesc.or.jp/MIC/company/kamioz/index
.htm239 カミ商事㈱ 愛媛県四国中央市三島宮川1丁目2番27号 http://www.kamisyoji.co.jp/

240 カルトンｉ㈱ 中央工場 兵庫県加古川市加古川町稲屋1106 http://www.jade.dti.ne.jp/~carton-i/

241 川崎ゼロ・エミッション工業
団地協同組合

神奈川県川崎市川崎区水江町6番6号 http://www.chuokai-
kanagawa.or.jp/iso/yasashi/kawazero/kawazero.ht

242 川端段ボール㈱ 福井県坂井市春江町金剛寺第1号5番地

243 関東段ボール㈱ 本社・茨城工場 茨城県猿島郡五霞町大字幸主甲528番地

244 関東パッケージ㈱ 大阪府大阪市此花区西九条6-1-14

245 北上製紙㈱ 本社・一関工場 岩手県一関市旭町10番1号 http://kitakami-p.jp/

246 北上ハイテクペーパー㈱ 岩手県北上市相去町笹長根35番地

247 共同印刷㈱ 包装事業部 守谷工
場

茨城県守谷市立沢1932 http://www.kyodoprinting.co.jp/

248 共和成産㈱ 静岡県藤枝市泉町20番地 http://www.kyowa-seisan.co.jp/

249 旭光商運㈱ 市原事業所 千葉県市原市姉崎海岸111番 http://www.anzen-shori.com/index.html

250 金星製紙㈱ 本社工場／日高工
場

本社工場：高知県高知市井口町63番地 http://www.kinseiseishi.co.jp/

251 クニヨシグループ 横浜地区 神奈川県横浜市緑区青砥町348-3

252 クラフト㈱ 神奈川県相模原市橋本台3丁目14番24号

253 興亜紙器㈱ 本社工場・白河工
場

神奈川県横浜市南区六ツ川3丁目63番地の1

254 興亜工業㈱ 本社 静岡県富士市比奈1286-2 http://www.koa-kogyo.co.jp/

255 興亜産業㈱ 本社 東京都板橋区高島平1-55-16

256 合資会社日栄紙工社 本社事務所／本社
工場／苅田工場

本社事務所／本社工場：福岡県北九州市小倉
北区吉野町12－16

http://www.nichiei-shiko.co.jp/

257 幸陽紙業㈱ 千葉県松戸市松飛台300番地 http://www.koyoshigyo.co.jp/

258 興陽製紙㈱ 本社工場 静岡県富士市比奈450番地 http://www.koyopaper.co.jp/index.htm

259 興和紙器㈱ 吹田工場 大阪府大阪市東淀川区小松2丁目17番67号

260 コーエー紙工㈱ 山口県下関市長府扇町9番地の40 http://www.spp.or.jp/koe/

261 国際紙パルプ商事㈱ 東京都中央区明石町6番24号 http://www.kppc.co.jp/

262 コクヨ㈱ つくば工場 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 http://www.kokuyo.co.jp/

263 五條製紙㈱ 本社工場 静岡県富士市原田451-1 http://www.gojo.co.jp/

264 国光製紙㈱ 愛媛県四国中央市川之江町834

265 御殿場テトラパック㈱ 静岡県御殿場市板妻5-1 http://www.tetrapak.co.jp/index.html

266 コトブキ製紙㈱ 佐賀工場 佐賀県小城市牛津町勝1318 http://www.kotobukiseishi.com/

267 寿堂紙製品工業㈱ 栃木県宇都宮市瑞穂三丁目1番2 http://www.kotobukido.co.jp/

268 小松開発工業㈱ 愛知県刈谷市新栄町6丁目37番地 http://www.komatsu-kaihatsu.co.jp/

269 コンポー㈱ 神奈川県厚木市上依知字上の原3025番地 http://www.compoo.co.jp/index2.html

270 斉藤段ボール㈱ 山口県防府市大字江泊2469番地1 http://www.s-dan.com/1p.html

271 サガシキ印刷㈱ 九州本社／九州佐
賀工場／関西小野

九州本社／九州佐賀工場：佐賀県佐賀市高木
瀬西6－3－2

http://www.sagashiki.co.jp/

272 阪本印刷㈱ 富田林工場 大阪府富田林市中野町東2丁目4番8号 http://www.sakamoto.co.jp/

273 佐藤工業㈱ 本社、東京工場、
久喜工場

東京都墨田区立花1丁目34番13号

274 三協紙業㈱ 彦根工場 滋賀県彦根市高宮町字南寺町690番2 http://www.sankyo-paper.co.jp/

275 山天東リ㈱ 富山県南砺市岩木45

276 三和紙器㈱ 本社／ダンボール
事業本部

兵庫県尼崎市椎堂2丁目1－1 http://www.sigmapi.co.jp/index_pc.html

277 シグマ紙業㈱ 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目12番24号 http://www.sigmapi.co.jp/index_pc.html

278 四国段ボール㈱ 香川県坂出市林田町4285－145 http://www.danboru.jp/

279 静岡王子コンテナー㈱ 静岡県磐田市豊田800 http://www.s-oji.jp/

280 静岡パッケージ㈱ 本社工場 静岡県藤枝市善左衛門86番地1 http://www.shizuoka-package.co.jp/

281 実業印刷㈱ 奈良県奈良市東九条町6番地の4 http://www.jitsugyo.co.jp/

282 シナノ紙工㈱ 本社工場 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町1310番地 http://www.shinanopkg.co.jp/

283 住化加工紙㈱ いわき工場 福島県いわき市南台3丁目1-5

284 昭和カートン㈱ 埼玉県草加市北谷3丁目1番45号 http://www.carton.co.jp/

285 昭和プロダクツ㈱ 岐阜事業所 岐阜県揖斐郡大野町大字瀬古小字瀬古448番地
1

286 昭和包装工業㈱ 本社・恵那工場 岐阜県恵那市武並町竹折1631－1

287 信栄製紙㈱ 静岡県富士宮市西町31番6号

288 新江州㈱ 本社・住宅資材カ
ンパニー・エコマ
テリアルカンパ

滋賀県長浜市川道町759番地の3 http://www.shingoshu.co.jp/

289 新江州北陸㈱ 福井県坂井郡春江町西長田第52号11番地1

290 駿興製紙㈱ 静岡県静岡市清水区興津中町992－1

291 積進工業㈱ 秋田県にかほ市樋目野字中山7番地 http://www.sekisin.co.jp/

292 草加紙パック㈱ 埼玉県草加市松江五丁目1番19号 http://www.nipponpaper-
pak.com/company/souka.html

293 相互印刷紙器㈱ 兵庫工場 兵庫県篠山市真南条上10番地 http://www.sogo-pp.co.jp/
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294 大一コンテナー㈱ 静岡県島田市中河1001番地

295 太榮㈱ 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字長筬203
－1

http://www.rakuten.co.jp/daiei/

296 大紀商事㈱ 大阪府大阪市中央区博労町1丁目7番2号 http://www.ohki-okilon.co.jp/pub/jp/

297 大光印刷㈱ 大山崎工場 京都府乙訓郡大山崎町鏡田3番地 http://www.daik.co.jp/

298 大晃㈱ 草津事業所 滋賀県草津市岡本町236

299 大興製紙㈱ 静岡県富士市上横割10番地 http://www.ric-shizuoka.or.jp/messe-
b/yumekigyo98/files/98.html

300 大成製紙㈱ 岡山県津山市川崎200番地1 http://www.taisei-seisi.co.jp/

301 大同印刷㈱ 本社・工場 大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目6番4号

302 大同紙器工業㈱ 新潟県上越市大日265－1

303 大同紙工業㈱ 大阪府藤井寺市大井4丁目6番37号

304 ダイナパック㈱ 愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号 http://www.dynapac-gr.co.jp/

305 大日本印刷㈱ 建材事業部 埼玉県入間郡三芳町竹間沢311 http://www.dnp.co.jp/

306 大日本印刷㈱ 中部グループ 愛知県名古屋市守山区瀬古3丁目201番地 http://www.dnp.co.jp/

307 太陽シールパック㈱ 本社/和歌山工場 和歌山県和歌山市築港4丁目19番地 http://www.taiyosealpack.co.jp/

308 太洋紙業㈱ 静岡県富士宮市小泉字笠井田350番地

309 タイヨー㈱ 本社工場 神奈川県厚木市温水1,961番地 http://www.taiyo21.co.jp/

310 大和紙器㈱ 大阪府茨木市西河原北町1－5 http://www.yamato-shiki.co.jp/

311 高桑美術印刷㈱ 石川県石川郡野々市町矢作4丁目58 http://takakuwa.wave.jp/

312 高砂製紙㈱ 茨城県水海道市豊岡町甲60番地

313 田口紙業㈱ 千葉県松戸市五香西5-36-8 http://www.taguchisigyo.co.jp/

314 竹野㈱ 法隆寺工場 奈良県生駒郡安堵町東安堵1588－1 http://www.ta-ke-no.co.jp/index.html

315 タマヤ㈱ 本社・本社工場 京都府綾部市青野町下入ヶ口12番地 http://www.tamaya-net.co.jp/

316 樽谷包装産業㈱ 本社、段ボール事
業部

兵庫県尼崎市西向島町75 http://www.tarutani.co.jp/

317 ディプスグループ 狭山事業部　・大
日本パックス株式
会社 狭山事業部
・大日本パックス
販売株式会社　・
株式会社　ダイダ
ン

埼玉県狭山市柏原330番地 http://www.dainihonpacks.co.jp/

318 道栄紙業㈱ 本社工場 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫283番地 http://www.corelex.co.jp/dohei/

319 東海加工紙㈱ 静岡県島田市横井一丁目5番1号 http://www.tokai-kakoshi.co.jp/

320 東海製紙工業㈱ 静岡県富士市原田60番地の1 http://www.tokaiseishi.co.jp/

321 東海パルプ㈱ 工場（島田・横
井）

静岡県島田市向島町4379番地 http://www.tokai-pulp.co.jp/

322 東海森紙業㈱ 岐阜事業所 岐阜工
場

岐阜県揖斐郡大野町大字五之里字三林451

323 東罐興業㈱
日本トーカンパッケージ㈱
東洋ユニコン㈱本社工場
東罐興産㈱いわき工場

東罐興業株式会社：東京都千代田区内幸町1丁
目3番1号
日本トーカンパッケージ株式会社：東京都千
代田区内幸町1丁目3番1号
東洋ユニコン株式会社本社工場：神奈川県綾
瀬市小園841番地
東罐興産株式会社いわき工場：福島県いわき
市常磐水野谷町亀の尾85番地の1

http://www.tokan.co.jp/indexF.html

324 東京コンテナ工業㈱ 埼玉事業部／茨城
事業部

埼玉事業部：埼玉県さいたま市岩槻区大字岩
槻5268番地

http://www.tck.co.jp/

325 東京製紙㈱ 静岡県富士宮市小泉866番地 http://www.tk-paper.co.jp/tokyo-seishi/tokyo-
seishi.html

326 東濃コアー㈱ 本社 岐阜県恵那市武並町竹折1695－1 http://www.tonocore.co.jp/

327 東北小籏㈱ 宮城県古川市米袋字水押6-1 http://www8.ocn.ne.jp/~furutech/obata.htm

328 東洋紙器㈱ 門真工場 大阪府門真市殿島町2番9号

329 東洋クロス㈱ 樽井事業所 大阪府泉南市樽井6丁目29－1 http://www.toyocloth.co.jp/

330 東和化工㈱ 三重工場 三重県津市戸木町4629番地5号 http://www.towakako.co.jp/

331 トーイン㈱ 東京本社 東京都江東区亀戸一丁目4番2号　ダヴィンチ
錦糸町ビル4F

http://www.toin.co.jp/

332 常磐パッケージ㈱ 本社 福島県いわき市内郷白水町浜井場23-1 http://www.jpack.co.jp/

333 独立行政法人国立印刷局 滝野川工場 東京都北区西ヶ原二丁目3番15号 http://www.npb.go.jp/

334 特種製紙㈱ 静岡県駿東郡長泉町本宿501 http://www.tokushu-paper.jp/

335 凸版印刷㈱ 東北事業部 宮城県仙台市泉区明通3丁目30番 http://www.toppan.co.jp/

336 内外カーボンインキ㈱ 宇治田原工場 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷
19－14

http://www.ncikk.co.jp/

337 永井紙器工業㈱ 兵庫県小野市市場町567 http://www.onocci.or.jp/occi/company/comp/ippan
/kagu/nagai/index.html

338 ナガイパックプラン㈱ 兵庫県豊岡市出石町丸中88

339 中津川包装工業㈱ 本社工場 愛知県春日井市長塚町2－12 http://www.nakatsugawahousou.co.jp/

340 長良製紙㈱ 岐阜県瑞穂市生津980 http://www.nagara.net/

341 那須製紙㈱ 栃木県那須塩原市一区町200番地

342 西日本衛材㈱ 兵庫県龍野市龍野町大道566番地 http://www.nne.co.jp/

343 日榮紙工㈱ 静岡県浜松市大久保町1265番地

344 日段㈱ 鳥取県鳥取市古海531番地
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345 日興産業㈱ 東京都板橋区前野町3－36－3

346 日通商事㈱ 東京支店 東京段
ボール工場

神奈川県綾瀬市深谷6606-14 http://www.nittsushoji.co.jp/index.html

347 日東紙器工業㈱ 奈良県生駒郡斑鳩町幸前2-9-13

348 ニットク㈱ 本社工場 静岡県富士市今泉514－1

349 ニッパ㈱ 神奈川県横浜市港北区新羽町1508番地 http://www.nippa-group.co.jp/

350 日本化工機材㈱ 本社及び相模原工
場

神奈川県相模原市淵野辺一丁目20番8号 http://www.nk-kizai.co.jp/

351 日本紙器㈱ 長崎県西彼杵郡時津町日並郷2233番地 http://www.nihonsiki.co.jp/

352 日本紙工業㈱ 愛知県犬山市羽黒字北巾2番地の1 http://www.nskg.co.jp/

353 日本紙パック㈱ 本社飯田橋・王子
地区

東京都新宿区市谷船河原町11 飯田橋レイン
ボービル

http://www.nipponpaper-pak.com/

354 日本紙管工業㈱ 本社 大阪府大阪市旭区大宮1丁目11番3号 http://www.n-shikan.co.jp/

355 日本トーカンパッケージ㈱ 本部 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 http://www.tokan.co.jp/indexN.html

356 日本フィルター工業㈱ 羽村工場 東京都羽村市栄町3－4 http://www.jft-l.co.jp/

357 日本ブレイディ㈱ 本社 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9-13 TVPビ
ルディング

http://www.brady.co.jp/index.htm

358 日本包材㈱ 東京都品川区旗の台2丁目4番2号 http://www.houzai.co.jp/

359 日本マタイ㈱ 本社・埼玉工場・
大阪支店・滋賀工
場・兵庫工場

本社）東京都台東区元浅草二丁目6番7号
（埼玉工場）埼玉県南埼玉郡菖蒲町昭和沼22
番地
（大阪支店）大阪府大阪市西区江戸堀一丁目9
番6号
（滋賀工場）滋賀県守山市古高町808番32号
（兵庫工場）兵庫県加古郡稲美町加古字上新
田前1848番3号

http://www.matai.co.jp/

360 日本モウルド工業㈱ 東端工場 愛知県安城市東端町南用地70 http://www.mold.co.jp/

361 ハート㈱ 大阪府大阪市中央区和泉町2－1－13 http://www.heart-group.co.jp/

362 ハート封筒㈱ 大阪府八尾市老原8丁目99番地 http://www.heart-group.co.jp/

363 パコム㈱ 栃木県宇都宮市平出町3776-4

364 パック・ミズタニ㈱ 兵庫県伊丹市北伊丹6－46 http://www.p-mizutani.com/

365 パッケージ池畠㈱ 本社工場 群馬県前橋市力丸町273-2 http://www.p-ikehata.co.jp/index.html

366 ハビックス㈱ 岐阜県岐阜市福光東3-5-7 http://www.havix.co.jp/index.html

367 ハリマ紙器印刷工業㈱ 兵庫県加西市繁昌町2428 http://www.harimashiki.co.jp/index.html

368 阪神包装資材㈱ 伊丹事業部 兵庫県伊丹市北園3丁目28

369 ヒサゴ㈱ヒサゴレーベル㈱ ヒサゴ株式会社）
愛知県名古屋市東区葵3丁目14番12号
（ヒサゴレーベル株式会社）
愛知県春日井市如意申町5丁目9番地10号

http://www.hisagolabel.co.jp/index2.html

370 兵庫製紙㈱ 姫路工場 兵庫県姫路市豊富町豊富2288 http://www.hyogoseishi.com/

371 兵庫パルプ工業㈱ 兵庫県丹波市山南町谷川858番地 http://www.hyogopulp.co.jp/

372 広島県果実農業協同組合連合
会

ダンボール工場 広島県竹原市忠海床浦一丁目17番1号 http://www2.fruit-morning.com/

373 ヒロパックス㈱ 群馬県高崎市町屋町835 http://www.hiropax.co.jp/

374 福山製紙㈱ 大阪府大阪市淀川区加島2－2－1

375 富士工業㈱ 大阪府大阪市中央区博労町1丁目6番6号　オ
ザックスビル3Ｆ

http://www.fkknet.co.jp/index.html

376 富士高分子㈱ 本社／工場 京都府城陽市寺田大谷135－1 http://www.f-kobunshi.co.jp/

377 フジックス㈱ 大阪府東大阪市高井田本通2丁目7番18号 http://www.fujix-kk.com/

378 富士包装紙器㈱ 日野工場 滋賀県蒲生郡日野町北脇　日野第二工業団地5
の2

http://www.fuji-hoso.co.jp/

379 富士本紙業㈱ 静岡県富士市大渕3569番地の1

380 古林紙工㈱ 大阪府大阪市中央区大手通3－1－12 http://www.furubayashi-shiko.co.jp/

381 本多商事㈱ 本社 静岡県富士市伝法1715-1 http://www.h-s.co.jp/index.htm

382 マスコー製紙㈱ 富士宮製紙工場 静岡県富士宮市浅間町14－12 http://www.humannet.com/masukoh/

383 丸金製紙㈱ 静岡県富士市鷹岡本町4-1 http://www.fujisan.gr.jp/t_marukin.htm

384 丸住製紙㈱ 大江工場 愛媛県四国中央市川之江町4085番地 http://www.marusumi.co.jp/

385 三木紙パック㈱ 兵庫県三木市別所町巴9番地 http://www.nipponpaper-
pak.com/company/miki.html

386 三木特種製紙㈱ 愛媛県四国中央市,川之江町156 http://www.mikitoku.co.jp/

387 美鈴紙業㈱ 大阪府摂津市三島3丁目2番1号 http://www.misuzu-shigyo.co.jp/

388 三善製紙㈱ 本社・工場 石川県金沢市金石北3－1－1 http://www.sanzenseishi.co.jp/

389 ムサシ王子コンテナー㈱ 埼玉県入間市狭山ヶ原11-7 http://www.ojigroup.net/company/moc/

390 森井紙器工業㈱ 新潟県西蒲原郡吉田町大字下中野1551番地2 http://www.morii-group.co.jp/index.html

391 森紙業㈱ 関西事業所 大阪府枚方市招提田近2丁目15番地 http://www.morishigyo-gr.co.jp/

392 ＭＯＬＺＡ㈱ 本社及び工場 岐阜県関市武芸川町八幡983番地 http://www.molza.co.jp/

393 山本パッケージ㈱ 兵庫県姫路市花田町勅旨下川233－1

394 ㈲共栄紙器 清洲事業所 愛知県清須市朝日貝塚112

395 ㈲大庫サービス 大阪府堺市大野芝町226－1 http://www.daiko-sv.co.jp/index.htm

396 ㈲マルエス紙工 駅家工場 広島県福山市駅家町大字法成寺1575番6

397 ㈲ユーテック 本社・工場 愛知県名古屋市天白区平針1丁目1009番地

398 ㈲横井包装 愛知県犬山市大字羽黒新田字九右エ門屋敷15
の1

399 吉村紙業㈱ 東京都品川区戸越4丁目7番15号 http://www.yoshimura-pack.co.jp/top.htm
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付属資料3

ISO14001適合組織(パルプ・紙・紙製品)
組織（企業）名 組織事業所名 所在地 URL

400 ライオンファイル㈱ 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目2番6号　朝
日生命ビル2Ｆ

http://www.lionfile.co.jp/

401 リンテック㈱ 東京都板橋区本町23－23 http://www.lintec.co.jp/index.html

402 和光紙器㈱ 本社 埼玉県川口市幸町1丁目9番17号

403 中央紙器工業㈱ 本社・本社工場 愛知県西春日井郡春日町大字落合字宮重町363 http://www.mcpack.co.jp/

404 明星産商㈱ 高知工場 高知県高知市鴨部1-19-2 http://www.meisei-pocket.com/
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