一般社団法人 木材表示推進協議会 会員登録事業体（登録日別：合法木材供給事業者認定を含む）
平成28年9月24日
〔登録日：H28.9.24〕（更新2）
登録NO
061002
289001

合法木材
登録日

事業体名

130924 株式会社 大栄木材
130924 ダイワ産業株式会社

〒

代表者又は責任者名

所在地

電話

FAX

ＨＰ

代表取締役 大瀧 良一
代表取締役 中西 正幸

963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字大町３－１６
635-0123 奈良県高市郡高取町市尾８９７－１

0247-43-0212
0744-52-2926

0247-43-0403
0744-52-4487

工場長 兼田 稔

722-2631 広島県福山市内海町イ２６０３－７

084-986-2525

084-986-2381

0577-37-5018
0867-42-2204
0867-44-2697
0867-42-3660
0867-42-4321

0577-37-5024
0867-42-4781
0867-44-5106
0867-42-5240
0867-42-4323

http://hida-takayama.org/index.html

0944-86-5810

http://www.uekisangyou.jp/

http://www.daiwa70.com/index.html

〔登録日：H28.8.12〕〕（更新2）
333003

130812 だい一木材 株式会社 内海工場

〔登録日：H28.7.29〕（更新２）
201905
321205
321205-2
321205-3
321006

130729
130729
130729
130729
130729

飛騨高山森林組合 木材流通センター
銘建工業株式会社 久世工場
銘建工業株式会社 本社工場
銘建工業株式会社 大断面工場
牧野木材工業株式会社 本社工場

木材加工流通部次長 石 原 力506-0035
工場長 花房 勉
719-3205
工場長 植田 康司
717-0013
工場長 内田 敬造
719-3205
代表取締役 牧野 淳一郎
719-3205

岐阜県高山市新宮町２２８番地１
岡山県真庭市草加部１３７２
岡山県真庭市勝山１１８５－１
岡山県真庭市草加部１３３４-４番地
岡山県真庭市草加部２８８－８

http://www.meikenkogyo.com/
http://www5.ocn.ne.jp/~dry/

〔登録日：H28.7.17〕（更新２）
391203

130717 株式会社 ウ エ キ 産 業

代表取締役 植木 正明

831-0042 福岡県大川市大字丸網３５７－１

0944-88-3388

法人代表 李 世光
代表取締役 内山 雅弘

300400 中国天津北辰经济开发区双辰西路７号
156-0057 東京都世田谷区上北沢5丁目43番11号

022-26978888 022-26970888 http://www.jiachengtimber.com/contact.asp
03－3302－967503－3306－0511

代表取締役 吉松 道治
代表取締役 杷野 努
代表取締役社長 北原正倫
代表取締役 木原 巌

839-1311
811-2313
408-0021
651-1526

0942-76-3607
092-938-5777
0551-32-2388
078-954-0257

http://www.yamato.ac/

兵庫県神戸市北区大沢町簾437

0943-75-3336
092-938-6226
0551-32-3205
078-954-0072

代表取締役 前田 英樹

136-0082 東京都江東区新木場1-6-13

03-3522-4169

03-3522-4170

http://www.muku-flooring.jp/
http://www.shinwa-m.com/

〔登録日：H28.7.06〕（更新２）
602101
144008

130706 天津嘉成木业有限公司
130706 株式会社 内 山 商 会

〔登録日：H28.5.14〕(更新１）
394005
394006
139201
274003

130514
130514
130514
130514

株式会社大和ハウジング
株式会社ハノ商店
山梨住宅工業株式会社
株式会社 木 童

福岡県うきは市吉井町若宮４０番地の３
福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻７５９－１
山梨県北杜市長坂町長坂上条２２２８－５

https://www.kodoh.co.jp/index2.html

〔登録日：H28.3.25〕（更新3）〕
144009

130325 株式会社 五 感

〔登録日：H28.2.27〕（更新1）
209008
264006
144010

130227 親和木材工業株式会社
130227 共伸ランバー株式会社
130227 有限会社 エイチアンドワイ トレイディング

058-384-8784

058-370-2859

代表取締役社長 有 松 泰 成559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島一丁目2番1号 5F 06-4702-7775
代表取締役社長 斎田忠光
112-0002 東京都文京区小石川1-3-23ル・ビジュ-506号
03-3818-3021

06-4702-7776
03-3818-5353

代表取締役 戸井田 敬造
代表取締役 宮路 富夫
所長 野表則夫
工場長 下坂邦昭
所長代理 市川 巌
代表取締役社長 酒井 寛
代表取締役 森 暁二郎

019-2742
644-0003
019-0111
018-3146
018-3201
399-6301
136-0082

018-883-2603
0738-22-4701
0183-52-2185
0183-73-3303
0185-79-2841
0264-34-3323
03-3521-0700

018-883-2180
0738-24-1799
0183-52-2187
0183-73-6667
0185-79-2841
0264-34-3611
03-3521-0740

取締役 石井保治
工場長 笹川 勝
工場長 三浦 昌信

480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北２丁目２番地
981-3601 宮城県黒川郡大衡村大瓜字平場23-126
559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1-2-55

0587-95-1101
022-345-4239
06-6686-3281

0587-95-1105
022-345-3192
06-6686-3282

工場長 深瀬 美喜
統轄 水 谷 羊 介

708-0015 岡山県津山市神戸158-2
103-0007 東京都千代田区麹町3丁目3番2

0868-28-9115
03-3265-8243

0868-28-4566
03-3265-7695

代表取締役社長 古 田

元 509-0108 岐阜県各務原市須衛町7丁目178番地1

〔登録日：H28.2.8（更新３）〕
041402
291003
049103
049103-2
049103-3
199002
144007

130208
130208
130208
130208
130208
130208
130208

有限会社 戸井田製材所
株式会社 宮路製材所
立石林業株式会社 院内出張所
立石林業株式会社 太良出張所
立石林業株式会社 太良出張所山林
酒井産業 株式会社
有限会社 ヒライワ木材

秋田県河辺郡河辺町三内字寺田祇園台143-3
和歌山県御坊市島中新田９４６－５
秋田県湯沢市上院内長倉173
秋田県能代市二ツ井町中坪道下７
秋田県山本郡藤里町太良
長野県塩尻市木曽長瀬2307-2
東京都江東区新木場１－８－１０

http://www.honmamon.biz/

http://kiso-sakai.com/

〔登録日：H28.2.5（更新3）〕
224006
039901
269407
329006
144912

130205
130205
130514
130514
150820

株式会社 東海木材相互市場 大口市場
兼松サステック株式会社 東北工場
兼松サステック株式会社 関西工場（更新2）
兼松サステック株式会社 岡山工場（更新2）
兼松サステック株式会社 ジオテック事業部

http://kirakuninet.com/index.html
http://www.knn.co.jp/

http://www.knn.co.jp/gt/

合法木材
事業体名
代表者又は責任者名
〒
登録日
注：兼松日産農林株式会 関西工場及び岡山工場の更新は2回、同ジオテック事業部の更新は1回である。
登録NO

所在地

電話

FAX

ＨＰ

〔登録日：H28.1.1〕
320204 150130 院庄林業株式会社 岡山工場
代表取締役 武本 哲郎
709-4612 岡山県津山市くめ字団地50-1
0868-57-7344
注：院庄林業株式会社岡山工場の合法木材登録日は、インノショウフォレストリー 株式会社としての登録日である。登録有効期限は、平成29年11月3日である。

0868-57-7340

http://www.innosho.co.jp/

03-3522-1001
04-7145-6223
0283-23-3616
019-638-1266
054-645-0088
018-863-5151
0185ｰ23-3148

03-3521-8181
04-7145-6559
0283-24-3335
019-638-1267
054-645-1777
018-863-5156
0185ｰ23-3455

http://www.nishibayashi-kk.co.jp/home/index2.htm

〔登録日：H27.10.25（更新３）〕
144003 121025 株式会社 西 林
114001 121025 株式会社 西 林 柏営業所
084003 121025 株式会社 西 林 佐野営業所
024002 121025 株式会社 西 林 盛岡営業所
214003 121025 株式会社 西 林 静岡営業所
044901 121025 株式会社 角 繁 秋田事業センター
044901-2 130514 株式会社角繁男鹿営業所（注：更新1）
注：株式会社角繁男鹿営業所の更新は1回である。

代表取締役社長 西 林 長太郎136-8626
所長 飯 島 史 生
277-0861
所長 藤 掛 賢 二
327-0041
所長 高 橋 健 一
020-0891
所長 村 川 良 治
426-0001
代表取締役社長 渡 邉 光
010-0901
所長代理 大門 淳
010-0502

東京都江東区新木場1-4-5
千葉県柏市高田字上野台子1280
栃木県佐野市免鳥町295
岩手県柴波郡矢巾町流通センター南2-5-6
静岡県藤枝市仮宿1483-1
秋田県秋田市寺内字蛭根85-38
秋田県男鹿市船川港比詰字大巻191

http://www.nishibayashi-kk.co.jp/home/index2.htm
http://www.kakuhan.com/
http://www.kakuhan.com/

〔登録日：H27.10.23〕（更新１）
224909
209407
119004

121023 株式会社 カーザミカワ
121023 株式会社 佐合木材 住設事業部
121023 南部産業 株式会社 八代工場

代表取締役 市 川 守 彦

444-0862 愛知県岡崎市吹矢町８８番地

0564-24-2511

0564-21-4347

http://www.casamikawa.com/

部長 浅 野 智 宏
代表取締役 真保 浩一郎

505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２３４２－１
0574-25-3233
276-0046 千葉県八千代市大和田新田590-5 東京ステンレス 0474-81-0988

0574-26-8227
0474-81-0988

http://www.sago-g.co.jp/

0739-22-2605
代表取締役社長 榎本 長治 646-0011 和歌山県田辺市新庄町３７７
代表取締役社長 上 野 英 二 506-0101 岐阜県高山市清見町牧ヶ洞８４６
0577-68-2244
代表取締役 田 島 敏 光
104-0042 東京都中央区入船２-３-８ 大日本ピーアールセンタ03-6222-3981

0739-22-0919
0577-68-2219
03-3555-0130

http://www.yamacho-net.co.jp/
http://www.oakv.co.jp/
http://www.tayt.e-arc.jp/top.html

課長代理 甲 斐 幸 二

811-0101 福岡県糟屋郡新宮町原上308-6

092-941-5587

092-941-5599

http://www.shinguu.co.jp/

工場長 濱沖 賢
代表取締役 池 龍 昇
事業部長 村 杉 孝 一

739-0601 広島県大竹市東栄2-1-18

0827-52-4131

0827-53-0025

785-0163 高知県須崎市浦ノ内東分２８３０番地
883-0062 宮崎県日向市日知屋耳川17062番地の2

0889-49-0111
0982-53-8568

0889-49-0049
0982-53-8578

http://www.nipponpapergroup.com/about/factory_ndp_otake.html
http://www.tosaryu.com/
http://homepage2.nifty.com/suntech/

165-0025 埼玉県さいたま市南区内谷3-15-16

048-845-7255

048-845-7256

http://www.kubodera.jp/index.html

代表取締役社長 豊 田 皓 平

322-0063 栃木県鹿沼市戸張町２３５７

0289-65-5333

0289-65-3670

http://www3.ocn.ne.jp/~toyodamk/

代表取締役社長 平田恒一郎
理事長 坂 東 正一郎
代表取締役 四 本 敦 緒
取締役プレカット事業部長 中
井 紀一
代表取締役社長 田中 信行

230-8571 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番1号
330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-14-13
596-0822 大阪府岸和田市額原町180番地

045-521-6166
048-822-2568
0724-41-3580

045-503-1041
048-824-0720
0724-41-3588

http://www.nice.co.jp/
http://www.mokkyo-saitama.jp/sai/ken/index.html

649-6433
702-8045
747-0344
754-0894

0736-78-3846
086-262-0137
0835-56-5005
083-989-6871

0736-78-3848
086-262-0130
0835-56-1005
083-989-6873

〔登録日：H27.8.30（更新３）〕
291002
209004
144002

150830 株式会社 山 長 商 店
150830 オークヴィレッジ 株式会社
150830 泰 斗 株式会社

〔登録日：H27.6.28〕
399004

150628 株式会社 新宮 プレカット事業部

〔登録日：Ｈ27.6.21（更新3）〕
339002
389001
443001

150621 日本製紙株式会社 大竹工場
150621 株式会社 土 佐 龍
150621 株式会社 大三商行 サンテック事業部

〔登録日：H27.3.16（更新2）〕
104003

150316 クボデラ有限会社（首都圏サービスセンター）代表取締役 窪 寺 伸 浩

〔登録日：H27.1.30（更新2）〕
080905

150130 有限会社 豊田木工所

〔登録日：H26.12.26（更新3）〕
124901
109001
264903

141226 ナイス株式会社
さいたま県産木材認証センター
141226 ナカザワ建販株式会社
ナカザワ建販株式会社 プレカット事業部和
299004
141226 歌山工場
329403 141226 さんもく工業株式会社
341902 141226 大林産業 株式会社
341902-2 141226 大林産業 株式会社 佐山事業所
注：大林産業株式会社 佐山事業所の登録更新は1回である。

〔登録日：H26.12.22〕 〕(更新１）

代表取締役 大林真信
専務取締役 大 場 亨

和歌山県那賀郡打田町西三谷５０５
岡山県岡山市海岸通２丁目６番３号
山口県山口市徳地八坂７００番地
山口県山口市佐山３－４７

http://www.nakazawa-kenpan.co.jp/

http://www.nakazawa-kenpan.co.jp/
http://www.sanmoku.co.jp/

http://obayashi-sangyo.com/
http://obayashi-sangyo.com/

合法木材
事業体名
登録日
079003 141222 高萩ニチハ株式会社 高萩工場
114003 141222 株式会社 トレード・ウイング
221408 141222 株式会社 イ ト キ

登録NO

代表者又は責任者名

〒

所在地

電話

FAX

ＨＰ

0832-83-3211
043-238-2800
0564-46-3777

0832-83-3212
043-238-2810
0564-46-2222

http://itoki-mokuzai.com/

08853-7-1153

08853-7-3180

http://www.neoboard.co.jp/index.html

0194-53-2800
0233-66-2032
0247-43-0272
027-266-8220
026-226-1471
0576-33-2201
054-259-6643
0598-49-3100
059-228-4715
0774-52-0032
06-6685-2061
0479-46-4421
0724-38-0173
0739-55-2270
0868-57-7111

0194-53-2238
0233-66-2123
0247-43-0080
027-266-8223
026-228-0580
0576-33-2204
054-259-6639
0598-49-3510
059-226-0679
0774-55-3536
06-6685-8778
0479-46-3990
0724-22-8577
0739-55-3043
0868-57-7055

http://www.maruhiseizai.co.jp/

418-0044 静岡県富士宮市大中里字西ノ山 1961-1

0544-29-2121

0544-29-2120

719-3203
728-0402
792-0896
833-0041
877-0061

岡山県真庭市富尾２１８

0867-42-1100
0824-54-2011
0897-46-2222
0942-53-2174
0973-22-3791

0867-42-1102
0824-54-2013
0897-46-2224
0942-52-5158
0973-22-0588

名古屋工場長 加藤 信浩
下関工場長 泉 好晃
いわき工場長 古橋 秀和
習志野工場長 岡田 俊之

455-8550
750-1112
971-8183
275-0001

愛知県名古屋市港区汐止町１２番地

052-381-2811
0832-83-3211
052-220-5111
047-472-2131

052-383-0668
0832-83-3212
052-220-3411
047-476-5294

http://www.nichiha.co.jp/
http://www.nichiha.co.jp/
http://www.nichiha.co.jp/

主任 中 原 悟
店長 小 山 一 隆

758-0036 山口県萩市大字山田東沖田4186
335-0034 埼玉県戸田市笹目7-9-59

0838-22-2022
048-422-6018

0838-26-0171
048-422-6019

http://www.mihagi.co.jp/
http://www.toshu-ltd.co.jp/

代表取締役 奥 谷 武 司

673-0515 兵庫県三木市志染町三津田３７１

0794-87-3121

0794-87-3123

http://kobe-funen.com/

0575-88-3192
0257-21-4521

0575-88-4581
0257-21-0935

http://www.honjo-woodream.com/
http://www.uekihouse.co.jp/

代表取締役 白 根 勝 明
代表取締役 手 島 博
専務取締役 伊 藤 敦

318-0001 茨城県高萩市赤浜１６０番地１
261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－１９－２０
444-2112 愛知県岡崎市東阿知和町字乗越６－１

〔登録日：Ｈ26.11.21（更新３）〕
356001

141121 エヌ・アンド・イー 株式会社

代表取締役社長 渡邉 峰男 773-0020 徳島県小松島市和田津開町字北395番地6

〔登録日：H26.11.04（更新３）〕
021401
051001
061001
099001
199001
201001
213402
231401
239002
254002
269001
079002
261402
291001
322101

141104 有限会社 マルヒ製材
専務取締役 日當 和孝
141104 株式会社 庄司製材所
代表取締役 庄司 和敏
141104 協和木材 株式会社
代表取締役 佐川 広興
ぐんま優良木材認証工場連絡協議会
会長 一場 章良
141104 信州木材認証製品センター
理事長 宮崎 正毅
141104 北嶋木材 株式会社
代表取締役 北嶋一郎
141104 株式会社 きんぱら
代表取締役社長 金原 大元
141104 株式会社 オオコーチ 勢和工場
専務取締役 黄瀬 康二
「三重の木」利用推進協議会
会長 鈴 木 直 之
141104 ホリモク 株式会社
代表取締役 堀井 誠二
141104 越井木材工業 株式会社
代表取締役 越 井 潤
141104 越井木材工業 株式会社 関東工場
代表取締役 越 井 潤
141104 株式会社 服部商店
代表取締役 服部 雅章
141104 株式会社 かつら木材商店
代表取締役 桂 榮生
141104 院庄林業株式会社 久米工場
代表取締役 武本 哲郎
院庄林業 株式会社 プレカット事業本部
執行役員 部長 大久保 謙
219404 141104 東京ロジスティック部 富士宮工場
321402 141104 山下木材 株式会社
代表取締役 山下 豊
331001 141104 宮迫木材 株式会社
代表取締役 宮迫 敏明
371001 141104 株式会社 瓜守材木店
代表取締役 實田 貴史
399401 141104 九州木材工業 株式会社
代表取締役社長 角 博
431001 141104 株式会社 日田十条
代表取締役 瀬戸 基彦
注：院庄林業 株式会社 プレカット事業本部東京ロジスティック部の登録更新は1回である。

028-0001
999-5603
963-5407
379-2131
380-8567
509-1623
420-0101
519-2212
514-0033
610-0114
559-0026
314-0255
596-0011
649-2621
709-4612

岩手県久慈市夏井町大崎１５－１－１
山形県最上郡真室川町大字大滝１０８－２
福島県東白川郡塙町西河内鶴巻田１０番地
群馬県前橋市西善町524-1
長野県長野市岡田町30-16 長野県木連内
岐阜県下呂市金山町菅田桐洞4057-1
静岡市駿河区向敷地１４３４－１
三重県多気郡多気町色太９５０－１
三重県津市桜橋通り1-104 県木連内
京都府城陽市市辺五島８４-２
大阪府大阪市住之江区
平林北1丁目2番158号
茨城県神栖市砂山２６２６－１
大阪府岸和田市木材町１６－１
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見
3719番地の5
岡山県津山市くめ字団地50-68

広島県三次市布野町下布野84-2
愛媛県新居浜市阿島1-5-43
福岡県筑後市和泉３０９－１
大分県日田市大字石井777

http://www.kyowamokuzai.co.jp/
http://www2.gunmanet.or.jp/wood/ninsyocenter/framepage3.htm

hthttp://www.logos.co.jp/kensanzai/

http://www.tounou-hinoki.jp/
http://www.kimpara.net/index.htm

http://www.znet.ne.jp/msd/ookochi/
http://www.inetmie.or.jp/~mokuren/ninsyo/top.html
http://www.e-house.co.jp/horimoku/index.html
http://www.koshii.co.jp/

http://www.koshii.co.jp/
http://www.hattoriwood.co.jp/
http://www.innosho.co.jp/
http://www.innosho.co.jp/
http://www.yamashitamokuzai.co.jp/
http://www.miyasako-yamami.co.jp/
http://www.urimori.net/
http://www.kyumoku.co.jp/
http://www16.ocn.ne.jp/~jujo/

〔登録日：H26.8.3〕 (更新１）
229007
349004
069003
119002

140803
140803
140803
140803

ニチハ株式会社 名古屋工場
ニチハ株式会社 下関工場
ニチハ株式会社 いわき工場
ニチハマテックス株式会社 習志野工場

山口県下関市木屋川一丁目１番地１
福島県いわき市泉町下川字大剱399番地8
千葉県習志野市東習志野六丁目１８番1号

〔登録日：H26.6.11〕(更新2）
349003
104002

140611 株式会社 美萩工芸 萩工場
140611 株式会社 東 集 東京西支店

〔登録日：H26.3.6〕(更新2）
279001

140306 神戸不燃板工業 株式会社

〔登録日：H25.12.3〕（更新1）
201006
159401

131203 本庄工業 株式会社 郡上やまと製材工場
131203 ウエキハウス 株式会社

〔登録日：H25.11.22〕（更新２）

木材部製材課長 山本 尚孝 501-4607 岐阜県郡上郡大和町徳永６７８－１
代表取締役 植木 忠史
945-1352 新潟県柏崎市安田田尻工業団地７５６０－２

登録NO
089004

合法木材
登録日

事業体名

131122 星野工業株式会社

〒

代表者又は責任者名
代表取締役 星 野 昭 夫

所在地

322-0072 栃木県鹿沼市玉田町６９２－８

電話

FAX

ＨＰ

0289-65-5131

0289-62-7081

http://www.hoshino-kogyo.co.jp/

03-3580-3215
03-5653-7662

03-3580-3226
03-5653-7582

http://www.zenmoku.jp/
http://www.howtec.or.jp/

注1：合法木材登録日は、「合法木材供給事業者認定書」を発行した日付（更新を含む）である。
注2：合法木材供給事業者数は1団体、89事業所(同一企業が複数の事業所で行うものを含む）である。

〔賛助会員〕
賛1
賛2

一般社団法人 全国木材組合連合会
吉条 良明
公益財団法人 日本住宅・木材技術センター岸
純夫

100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル６階
136-0075 東京都江東区新砂３－４－２

