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○クリーンウッド法に基づく木材関連事業者の登録一覧　(2023年2月28日時点)

2017年11月22日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17001
住友林業株式会社 木材建材事

業本部

東京都千代田区大手町

1-3-2 経団連会館
第一種、第二種 木材等の輸入、販売

第1種

  木材建材事業本部：東京都千代田区大手

町1丁目3番2号　経団連会館

第2種

  木材建材事業本部：東京都千代田区大手

町1丁目3番2号　経団連会館

  木材建材事業本部　住宅・建設資材営業部

／東京営業部：

　  東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿ファー

ストウエスト

  木材建材事業本部　静岡支店：

      静岡県静岡市葵区御幸町11-30　エクセ

ルワード静岡ビル

  木材建材事業本部　新潟営業所：

　  新潟県新潟市中央区東大通2-5-1　カー

プ新潟ビル

  木材建材事業本部　大阪営業部：

      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

  木材建材事業本部　中部営業部：

　　愛知県名古屋市東区葵1-19-30　マザッ

クアートプラザ　オフィス棟

  木材建材事業本部　北陸支店：

　　石川県金沢市西念1-1-3　コンフィデンス

金沢

  木材建材事業本部　北海道支店：

　　北海道札幌市中央区北2条西4-1　札幌

三井ＪＰビルディング

  木材建材事業本部　東北支店：

　　宮城県仙台市青葉区中央4-6-1　SS30

丸太、合板、単板積層材、集成

材、ひき板、角材、収納用什器、

フローリング

2022年11月22日

2017年12月14日 JIA - CLW - Ⅱ 17002 三基型枠工業株式会社
東京都江東区亀戸1-

28-6 タニビル5階
第二種 木材等の加工及び販売

本社、新木場配送センター、栃木支店、沖縄

支店
合板、ひき板及び角材 2022年12月14日

2017年12月15日 日林協 - CLW - Ⅱ 1 マツシマ林工株式会社
徳島県徳島市津田海岸

町3-28
第二種 木材プレカット加工業 本社工場、京都園部工場 角材、合板、集成材 2022年12月15日

2018年1月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 1 シーシー・ジー株式会社
長野県伊那市西春近上

島2455
第二種 合板の二次加工・販売 シーシー・ジー株式会社 合板、合板（特殊加工化粧） 2023年1月5日

2018年1月16日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 1 吉野銘木製造販売株式会社
奈良県吉野郡下市町大

字新住991番地の1
第一種、第二種 木材の加工及び販売 木材事業部 丸太、ひき板、角材 2023年1月16日

2018年1月22日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17003 伊藤忠建材株式会社

東京都中央区日本橋大

伝馬町1-4  野村不動

産日本橋大伝馬町ビル

第一種、第二種 木材等の輸入及び販売

東京本社、関西支社、北海道支店、北東北

支店、関東支店、新潟支店、静岡支店、中部

支店、北陸支店、四国支店、中国支店、九州

支店

丸太、合板、単板積層材及び集

成材、引き板及び角材、突板、フ

ローリング

2023年1月22日

2018年1月22日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 2 株式会社金幸
奈良県桜井市大字阿部

517番地
第一種、第二種 木材の輸入、加工および販売 事業所 丸太、ひき板、角材 2023年1月22日

部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号



2

部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2018年2月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 3 新潟合板振興株式会社
新潟県新潟市東区中木

戸401番地
第二種 合板の製造・販売 新潟合板振興株式会社 工場 丸太、単板、合板 2023年2月5日

2018年2月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 4 池見林産工業株式会社
大分県大分市坂ノ市中

央一丁目3番48号
第二種

集成材・フローリング等の製造・

販売・輸出
本社工場、佐野工場、戸次工場

丸太、ひき板、突き板、集成材、

フローリング
2023年2月13日

2018年2月15日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 5 大亜木材株式会社

大阪府大阪市住之江区

北加賀屋2丁目11番8

号北加賀屋千島ビル

405号

第一種、第二種 木材等の輸入及び販売 大亜木材株式会社
ひき板、合板、単板積層材、集

成材、フローリング
2023年2月15日

2018年2月19日 JPIC - CLW - Ⅱ 6
パナソニック 内装建材株式会

社

大阪府門真市門真

1408
第二種 フローリングの製造販売 パナソニック 内装建材株式会社 群馬工場

合板、フローリング、角材、突き

板
2023年2月19日

2018年2月20日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 3
住友林業フォレストサービス株

式会社

東京都新宿区西新宿1-

23-7
第一種、第二種 木材の仕入及び販売

東日本事業部、西日本事業部、九州事業

部、北海道事業所、四国事業所

丸太、ひき板、角材、集成材、

チップ
2023年2月20日

2018年2月22日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 7 株式会社 アイベツ
北海道上川郡愛別町字

東町156番地
第一種、第二種

角材の輸入、購入及び単板の製

造、販売
株式会社 アイベツ 角材、突き板 2023年2月22日

2018年2月26日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 8 株式会社ランバーテック工業
青森県弘前市大字清水

森字下川原2-53
第一種、第二種

丸太の輸入、単板、合板の製

造、販売
株式会社ランバーテック工業 丸太、単板、合板 2023年2月26日

2018年2月27日 日林協 - CLW - Ⅰ 1 秋田県素材生産流通協同組合
秋田県秋田市南通亀の

町6番4号
第一種 木材の仕入及び販売 秋田県素材生産流通協同組合 丸太 2023年2月27日

2018年2月27日 JPIC - CLW - Ⅱ 9 株式会社 イクタ
愛知県名古屋市昭和区

高峯町113番地の2
第二種 フローリングの製造・販売 株式会社 イクタ 本社工場

合板、単板、突き板、フローリン

グ
2023年2月27日

2018年2月28日 JPIC - CLW - Ⅱ 10 ナイスプレカット株式会社
神奈川県横浜市鶴見区

鶴見中央4-33-1
第二種 プレカット加工及び販売

幸浦工場、木更津工場、九州工場、石岡工

場、滋賀工場、仙台工場
合板、角材、集成材 2023年2月28日

2018年3月7日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 11 株式会社日亜パートナーズ
東京都千代田区九段南

2-3-22
第一種、第二種 木材製品の輸入・卸売り 株式会社日亜パートナーズ

角材、合板、単板積層材、集成

材、フローリング
2023年3月7日

2018年3月8日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 12 ナイス株式会社

神奈川県横浜市鶴見区

鶴見中央4丁目33番1

号

第一種、第二種 木材等の輸入・販売

輸入材仕入部、仕入部、商品開発部、ウッド

ランド営業部、木材利用開発部、国産材振興

室、住宅システム事業部、リビングMD事業

部、首都圏プレカット営業部、東北営業部、関

東営業部、首都圏第一営業部、首都圏第二

営業部、中部営業部、関西営業部、中国営

業部、四国営業部、九州営業部、木構造事

業部　工事部、事業推進事業部　生産管理

部

丸太、ひき板、合板、単板積層

材、集成材、構造材、羽柄材、フ

ローリング、サイディング

2023年3月8日

2018年3月12日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 14 リセン商事株式会社
北海道苫小牧市日新町

1丁目9番22号
第一種、第二種 製材、単板等の輸入販売 苫小牧本社、旭川営業所

角材、ひき板、単板、突き板、集

成材、フローリング
2023年3月12日

2018年3月13日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 15 有限会社東林業
山梨県大月市大月町花

咲343番地
第一種、第二種

木材の素材生産販売、チップの

製造・販売
有限会社 東林業、チップ事業部 丸太、チップ 2023年3月13日
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部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2018年3月13日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 16 株式会社テーオーフォレスト
北海道函館市港町3-

18-3
第一種、第二種

製材品の輸入・販売、合板の輸

入・製造・販売、フローリングの

輸入・販売・施工

木材事業部：札幌支店、函館支店、帯広営業

所、青森営業所、盛岡支店、仙台支店、

東京支店、埼玉支店、名古屋営業所、大阪

支店、九州支店、夕張工場、北見工場

住宅事業部：函館支店、青森支店

角材、合板、造作材、構造材、フ

ローリング、サイディングボード

2018年3月16日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0001 住友林業株式会社
東京都千代田区大手町

1-3-2
第二種 建築又は建設をする事業 住宅事業本部資材物流部 構造材、羽柄材、構造用合板

2018年3月16日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0002 株式会社アサノ不燃
東京都江東区東陽5-

28-6
第二種

建築と密接に関わる木材等の製

造、販売等をする事業
株式会社アサノ不燃 ひき板(スギ、ヒノキ、アカマツ)

2018年3月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 17 ファーストプライウッド株式会社
青森県上北郡六戸町金

矢三丁目2番地1
第二種 単板積層材の製造、販売 ファーストプライウッド株式会社LVL工場 丸太、単板、単板積層材

2018年3月16日 JIA - CLW - Ⅰ 17004 王子与志本林業株式会社
東京都台東区浅草橋三

丁目20番15号
第一種 木材等の販売

王子与志本林業株式会社の木材を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場
丸太

2018年3月16日 JIA - CLW - Ⅱ 17005 王子与志本製材株式会社
北海道網走郡大空町東

藻琴173番地の2
第二種 木材等の加工及び販売

王子与志本製材株式会社の木材を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場

丸太、ひき板及び角材、木質ペ

レット、チップ状又は小片状の木

材

2018年3月19日 JPIC - CLW - Ⅱ 18 株式会社キーテック
東京都江東区新木場1

丁目7番22号
第二種

合板・単板積層材の製造、購入

及び販売
木更津工場、営業本部、山梨工場 丸太、単板、合板、単板積層材 2023年3月19日

2018年3月19日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19 株式会社エフトレーディング
神奈川県横浜市金沢区

六浦5-6-1
第一種、第二種 フローリングの輸入・販売 株式会社エフトレーディング フローリング 2023年3月19日

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17006
OCMファイバートレーディング株

式会社

東京都中央区銀座四丁

目7番5号
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出又は販売

ＯＣMファイバートレーディング株式会社の木

材等を扱う全ての部門、事業所、工場および

事業場

木材チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17007 王子木材緑化株式会社
東京都中央区銀座四丁

目7番5号
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出、販売、及び木材を使用して

建築物その他の工作物の建築

王子木材緑化株式会社の製紙用及び燃料

用の木材等を扱う全ての部門、事業所、工場

および事業場

木材チップ、原木（製紙用及び

燃料用））、ひき板、角材、合板、

単板積層材、集成材、フローリン

グ、中間製品、木質ペレット、チッ

プ状又は小片状の木材

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17008 王子グリーンリソース株式会社
東京都中央区銀座四丁

目7番5号
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出又は販売

王子グリーンリソース株式会社の木材等を扱

う全ての部門、事業所、工場および事業場
木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17009 王子製紙株式会社
東京都中央区銀座四丁

目7番5号
第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
丸太、チップ、紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17010 王子マテリア株式会社
東京都中央区銀座五丁

目12番8号
第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子マテリア株式会社の木材等を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場
丸太、チップ、紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17011 王子エフテックス株式会社
東京都中央区銀座五丁

目12番8号
第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子エフテックス株式会社の木材等を扱う全

ての部門、事業所、工場および事業場
丸太、チップ、紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17012
王子イメージングメディア株式

会社

東京都中央区銀座五丁

目12番8号
第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子イメージングメディア株式会社の木材等

を扱う全ての部門、事業所、工場および事業

場

紙

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17013 王子ネピア株式会社
東京都中央区銀座五丁

目12番8号
第一種、第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子ネピア株式会社の木材等を扱う全ての

部門、事業所、工場および事業場
木材パルプ、紙
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2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17014 王子キノクロス株式会社
東京都中央区銀座五丁

目12番8号
第一種、第二種 木材等の製造、加工又は販売

王子キノクロス株式会社の木材等を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場
木材パルプ、紙

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17015
王子グリーンエナジー江別株式

会社

北海道江別市王子1番

地
第二種 バイオマス発電事業

王子グリーンエナジー江別株式会社の木材

等を扱う全ての部門、事業所、工場および事

業場

チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17016
王子グリーンエナジー日南株式

会社

東京都中央区銀座四丁

目7番5号
第二種 バイオマス発電事業

王子グリーンエナジー日南株式会社の木材

等を扱う全ての部門、事業所、工場および事

業場

チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17017 大阪製紙株式会社
大阪府大阪市西淀川区

佃七丁目1番地60号
第二種 木材等の製造及び販売

大阪製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17018 大王製紙株式会社
愛媛県四国中央市三島

紙屋町2番60号
第一種、第二種 木材等の製造、加工及び販売

大王製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、原木、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17019 中越パルプ工業株式会社
東京都中央区銀座二丁

目10番6号
第一種、第二種

木材等の製造、加工及び販売、

バイオマス発電事業

中越パルプ工業株式会社の木材等を扱う全

ての部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17020 中越パルプ木材株式会社
鹿児島県薩摩川内市宮

内町1-26
第一種、第二種 木材等の集荷、販売

中越パルプ木材株式会社の木材等を扱う全

ての部門、事業所、工場および事業場
チップ、原木

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17021 中越緑化株式会社
富山県高岡市材木町1

番地の6
第一種、第二種 木材等の製造

中越緑化株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
チップ、原木

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17022 特種東海製紙株式会社
静岡県島田市向島町

4379番地
第二種

木材等の製造、加工、購入及び

販売

特種東海製紙株式会社の木材等を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17023 新東海製紙株式会社
静岡県島田市向島町

4379番地
第一種、第二種

木材等の製造、加工、購入及び

販売

新東海製紙株式会社の木材等を扱う全ての

部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17024 日本製紙株式会社
東京都北区王子一丁目

4番1号
第一種、第二種

木材等の製造、加工及び販売、

バイオマス発電事業

日本製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、原木、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17025 兵庫パルプ工業株式会社
兵庫県丹波市山南町谷

川858番地
第二種

木材等の製造、加工及び販売、

バイオマス発電事業

兵庫パルプ工業株式会社の木材等を扱う全

ての部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17026 北越コーポレーション株式会社
新潟県長岡市西蔵王三

丁目5番1号
第一種、第二種

木材等の製造、加工及び販売、

バイオマス発電事業

北越コーポレーション株式会社の木材等を扱

う全ての部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17027 北越東洋ファイバー株式会社
静岡県沼津市大塚888

番地
第二種 木材等の製造、加工及び販売

北越東洋ファイバー株式会社の木材等を扱

う全ての部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17028 丸三製紙株式会社
福島県南相馬市原町区

青葉町一丁目12番地1
第二種 木材等の製造及び販売

丸三製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅱ 17029 丸住製紙株式会社
愛媛県四国中央市川之

江町826番地
第二種 木材等の製造

丸住製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、チップ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17030 三菱製紙株式会社
東京都墨田区両国二丁

目10番14号
第一種、第二種 木材等の製造、加工及び販売

三菱製紙株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ、原木、チップ
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2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17031 レンゴー株式会社
大阪府大阪市福島区大

開四丁目1番186号
第一種、第二種 木材等の製造及び販売

レンゴー株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2018年3月19日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17032
レンゴーペーパービジネス株式

会社

兵庫県尼崎市杭瀬南新

町一丁目4番1号
第一種、第二種 木材等の輸入、輸出及び販売

レンゴーペーパービジネス株式会社の木材

等を扱う全ての部門、事業所、工場および事

業場

紙、木材パルプ

2018年3月19日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 20 日成共益株式会社
東京都千代田区神田美

土代町7番地
第一種、第二種 木材等の輸入・販売 日成共益株式会社、化学品第3部

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材、木質ペレット、チップ

2018年3月20日 JPIC - CLW - Ⅱ 21 積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀

中一丁目1番88号
第二種 住宅部材の加工・出荷 東北工場、関東工場、静岡工場、山口工場 合板、集成材、構造用集成材

2018年3月22日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 22 佐藤林業 株式会社
北海道北見市北斗町三

丁目6番16号
第一種、第二種

丸太購入・販売、チップ購入・製

造・販売
佐藤林業 株式会社、津別工場 丸太、チップ

2018年3月22日 JPIC - CLW - Ⅱ 23 和光木材 株式会社
北海道網走郡津別町緑

町11番地
第二種 製材品の製造・販売 和光木材 株式会社 丸太、ひき板、角材

2018年3月26日 JPIC - CLW - Ⅱ 24 ウッドファースト株式会社
徳島県小松島市和田津

開町字北３９８番地
第二種 木材の製材・加工・販売 徳島製材工場 丸太、ひき板、角材

2018年3月26日 日林協 - CLW - Ⅰ 2 新潟県森林組合連合会
新潟県新潟市西区曽和

521番地3
第一種 木材の加工及び販売 新潟県森林組合連合会 丸太

2018年4月1日 JTCCM - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18001 永大産業株式会社
大阪府大阪市住之江区

平林南2丁目10-60
第一種、第二種 木材等の製造・輸入・販売 建材事業部、敦賀建材工場、山口建材工場 角材、合板、フローリング

2018年4月1日 JTCCM - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18002 ミャンマーチーク販売株式会社
東京都多摩市落合3-

8-9青木葉通りビル1F
第一種、第二種 木材等の輸入・販売、建築 ミャンマーチーク販売株式会社 ひき板、フローリング

2018年4月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 25 株式会社 佐藤商店
愛知県名古屋市港区善

進本町447番地
第二種

木材の製材・販売、集成材及び

チップの製造・販売
株式会社佐藤商店

丸太、ひき板、角材、集成材、

チップ

2018年4月9日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 26 南海プライウッド株式会社
香川県高松市松福町一

丁目15番10号
第一種、第二種

木材等の輸入、特殊加工化粧合

板、フローリング及び家具等物

品の製造・販売

朝日町保税倉庫、長尾物流センターA棟、長

尾物流センターB棟、志度工場

合板、集成材、単板積層材、角

材、中間製品、合板（特殊加工

化粧合板）、フローリング、棚、収

納用什器

2018年4月12日 JPIC - CLW - Ⅱ 27 篠崎木工株式会社
栃木県佐野市大橋町

1366番地
第二種

建材の仕入・販売、集成材(管

柱)仕入・販売、プレハブ住宅用

木材加工及び販売

資材部(営業部門)、石塚工場、藤岡工場、宮

城工場
集成材

2018年4月12日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 4 丸玉木材株式会社
北海道網走郡津別町字

新町7番地
第一種、第二種 木材の仕入、加工および販売

丸玉木材株式会社津別工場、舞鶴工場、茨

城工場、札幌支店、大阪支店

丸太、単板、突き板、合板、単板

積層材、集成材

2018年4月12日 日林協 - CLW - Ⅰ 3 阿寒木材株式会社
北海道網走郡津別町字

相生46番地
第一種 木材の仕入、加工および販売 阿寒木材株式会社 丸太

2018年4月12日 日林協 - CLW - Ⅱ 3 津別単板協同組合
北海道網走郡津別町字

達美167番地
第二種 木材の加工および販売 津別単板協同組合 丸太
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2018年4月16日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18001
伊藤忠商事株式会社 生活資材

部門

東京都港区北青山2-

5-1
第一種、第二種 木材等の輸入、輸出及び販売 生活資材部 原木、チップ、紙、パルプ類

2018年4月16日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0003 吉田製材株式会社 奈良県桜井市吉備557 第二種
建築と密接に関わる木材等の製

造、販売等をする事業
吉田製材株式会社

ヒノキ(挽き板、角材)、スギ(挽き

板、角材)

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 28 株式会社マルホン
静岡県浜松市浜北区永

島1295番地
第一種、第二種 木材等の輸入 株式会社マルホン 本社、東京支店 ひき板、フローリング

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 29 協和木材株式会社

東京都江東区東陽五丁

目30番13号東京原木

会館

第一種、第二種
丸太の入荷・販売、ひき板・製

材・集成材・チップの製造・販売

塙工場、集成材工場、新庄工場、

塙工場 営業部、新庄工場 営業部

丸太、角材、ひき板、集成材、

チップ

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 30 江間忠木材株式会社
東京都中央区晴海3丁

目3番3号
第一種、第二種

木材等の輸入、加工、製造、販

売業

本社 営業本部、九州営業部、大阪営業所、

仙台営業所

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 31
江間忠ホームコンポーネント株

式会社

東京都中央区晴海3丁

目3番3号
第一種、第二種 木材等の輸入、加工、販売 嵐山工場、野田工場 角材、合板、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 32 江間忠ウッドベース株式会社 愛知県蒲郡市浜町12番 第二種 木材加工・販売 蒲郡工場、羽島工場 角材、合板、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 33
江間忠ウッドベース鹿島株式会

社

茨城県鹿嶋市平井

2276番地8
第二種 木材加工・販売

江間忠ウッドベース鹿島株式会社 本社工

場、ロジスティック

角材、合板、集成材、単板積層

材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 34
江間忠ウッドベース姫路株式会

社

兵庫県姫路市網干区浜

田1590
第二種 プレカット加工・販売 本社プレカット工場 角材、合板、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 35 株式会社 EWBトーア
埼玉県朝霞市膝折町4-

21-22
第二種 住宅用木材のプレカット加工 美里工場 角材、合板、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 36 江間忠ラムテック株式会社
栃木県那須塩原市下厚

崎5番地391
第二種 集成材製造・販売 本社集成材工場 ひき板、集成材

2018年4月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 37 江間忠ソレックス株式会社
茨城県鹿嶋市平井

2276番地8
第二種 木材流通業 埼玉営業所 角材、合板、集成材

2018年4月19日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 5 北日本索道株式会社
秋田県湯沢市皆瀬字二

ツ石95番地5
第一種、第二種 木材の加工及び販売 皆瀬工場、稲川工場、雄物川工場 丸太

2018年4月24日 JTCCM - CLW - Ⅱ 18003 ニチハ株式会社
愛知県名古屋市港区汐

止町12番地
第二種 木材等の製造・販売 名古屋工場、いわき工場、下関工場

木質セメント板、サイディングの

うち木材を使用したもの

2018年4月24日 JTCCM - CLW - Ⅱ 18004 ニチハマテックス株式会社
愛知県名古屋市中区錦

二丁目18番19号
第二種 木材等の製造・販売 習志野工場、衣浦工場

サイディングのうち木材を使用し

たもの

2018年4月24日 JTCCM - CLW - Ⅱ 18005 高萩ニチハ株式会社
愛知県名古屋市中区錦

二丁目18番19号
第二種 木材等の製造・販売 高萩工場

サイディングのうち木材を使用し

たもの
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2018年4月25日 JPIC - CLW - Ⅱ 38 朝日ウッドテック株式会社
大阪府大阪市中央区南

本町4-5-10
第二種 木質建材の製造・販売

本社、忠岡工場、忠岡第二工場、TS工場、岸

和田工場、東京支店、北海道出張所、東北

営業所、北関東営業所、東京西営業所、神

奈川営業所、北陸営業所、名古屋営業所、

広島営業所、四国営業所、九州営業所

突き板、ひき板、合板、集成材、

フローリング

2018年5月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 39 株式会社 若林木材
秋田県由利本荘市下大

野14-1
第二種

木材・建材・アルミサッシ・住宅

資材販売
株式会社 若林木材

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材、フローリング

2018年5月7日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 6 大阪府森林組合
大阪府高槻市大字原

1052番地の1
第一種、第二種 木材の加工及び販売

南河内支店、木材共販所、河内長野木材加

工所、高槻森林資源加工センター、能勢木材

加工センター、南河内林業総合センター

丸太、ひき板、角材、木質ペレッ

ト

2018年5月9日 JIA - CLW - Ⅱ 18002 住友林業クレスト株式会社
愛知県名古屋市中区錦

3-10-33 錦SISビル
第二種 木材等の加工及び販売

鹿島工場、静岡工場、購買物流部、産業資

材部(静岡営業課、静岡営業課(徳島)、名古

屋営業課、広島営業課、広島営業課(福岡)

合板、単板積層材、集成材、フ

ローリング、棚

2018年5月14日 日林協 - CLW - Ⅱ 4 TOTOマテリア株式会社
岐阜県土岐市下石町

304-701
第二種 木材の販売 TOTOマテリア株式会社 合板

2018年5月14日 JPIC - CLW - Ⅱ 40 K&Kコヤマ株式会社
三重県四日市市末永町

5-12
第二種 木材等の加工、販売 K&Kコヤマ株式会社 本社工場 集成材、単板積層材

2018年5月15日 JIA - CLW - Ⅰ 18003 双日株式会社 林産資源部
東京都千代田区内幸町

2-1-1
第一種 木材等の輸入 林産資源部

丸太、ひき板、角材、単板、突

板、木質ペレット、木質チップ、木

質パルプ

2018年5月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 41 株式会社 角繁
秋田県秋田市中通二丁

目1番22号
第二種

木材等の販売、プレカット加工及

び販売、建築若しくは建設

株式会社 角繁 本社、事業センター、男鹿営

業所、山形支店、仙台支店、宮城営業所、福

島支店、いわき営業所

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材、

直交集成材、フローリング、木質

系セメント板

2018年5月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 42 アイプライ株式会社
秋田県秋田市川尻町字

大川反232
第二種 合板及び各種建築材料の販売 アイプライ株式会社 合板、チップ

2018年5月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 43 株式会社茶甚
沖縄県那覇市天久

1107番地
第二種

合板・単板・フローリング等の販

売
株式会社茶甚 本社

合板、単板、突き板、フローリン

グ、木質セメント板

2018年5月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 44 佐藤木材工業株式会社
北海道紋別市上渚滑町

4丁目1番地
第一種、第二種

木材の製材・販売、木材チップ

の製造・販売

本社・製材工場、元紋別チップセンター、遠軽

営業所
丸太、ひき板、チップ

2018年5月23日 JPIC - CLW - Ⅱ 45 やまさ協同組合
北海道紋別市上渚滑町

4丁目73番地
第二種 集成材製造・販売 本社・集成材工場 ひき板、集成材

2018年6月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 46 エー・ピー・フロアー株式会社
秋田県秋田市向浜一丁

目1番5号
第二種 フローリング製造並びに販売 第一工場、第二工場 合板、フローリング

2018年6月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 48 株式会社 ダイウッド
三重県伊賀市西明寺

2782-23
第二種 フローリングの製造・販売 株式会社 ダイウッド 上野工場 突き板、合板、フローリング

2018年6月7日 JIA - CLW - Ⅰ 18004 阪和興業株式会社
大阪府大阪市中央区伏

見町四丁目3番9号
第一種 木材等の輸入及び販売

阪和興業株式会社の木材を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場

ひき板、角材、合板、単板、積層

材、集成材



8

部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2018年6月8日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 49 株式会社山西
愛知県名古屋市中区千

代田2-1-13
第一種、第二種

木材等の輸入、加工、販売及び

住宅の建築等

名古屋店、西春店、津島店、豊田店、多治見

店、藤岡店、高山店、鈴鹿店、岐阜店、プレ

カット事業部弥富工場、プレカット事業部亀山

工場、ホームコンポーネント事業部藤岡工

場、パナソニックリフォームクラブリファイント

ヨタ五ヶ丘株式会社山西

角材、ひき板、合板、集成材

2018年6月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 50 セトウチ化工株式会社
岡山県岡山市南区郡

3012番地
第二種 フローリングの製造、販売 セトウチ化工株式会社 工場 合板、フローリング

2018年6月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 51 株式会社ダイフィット
鳥取県倉吉市和田776

番地1
第二種 フローリングの製造、販売 株式会社ダイフィット 和田工場 合板、フローリング

2018年6月18日 JIA - CLW - Ⅰ 18005 双日建材株式会社
東京都千代田区大手町

1-7-2
第一種 木材等の輸入及び販売

双日建材株式会社の木材を扱う全ての部

門、事業所、工場および事業場

合板、単板、積層材、集成材、ひ

き板、角材

2018年6月18日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18006 SMB建材株式会社

東京都港区虎ノ門二丁

目2番1号　住友不動産

虎ノ門タワー

第一種、第二種 木材等の輸入及び販売

東京本社、近畿営業一部、近畿営業二部、

大阪建設資材部、中部営業部、北海道営業

部、盛岡営業所、東北営業部、東北北海道

合板部、新潟営業所、宇都宮営業所、関越

営業部、静岡営業所、北陸営業部、岡山営

業所、四国営業所、中四国営業部、九州営

業部、九州合板部、那覇営業所

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材、木質ペレット、

チップ状又は小片状の木材

2018年6月21日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 52 株式会社 ティ・エス・シー
千葉県木更津市潮浜2-

6-4
第一種、第二種

丸太の購入、木材・モールディン

グ材の加工・販売、木材の製材・

集成材・家具の製造・加工・販

売、フローリング材の販売

管理部、フロント営業部、本社・コア・山梨工

場

丸太、ひき板、集成材、フローリ

ング、椅子、机、棚、収納用じゅう

器

2018年6月25日 JPIC - CLW - Ⅱ 53 株式会社カリヤ
東京都文京区本郷1丁

目25番5号
第二種

フローリングその他木質建材の

製造及び販売
株式会社カリヤ

ひき板、突き板、単板、合板、フ

ローリング

2018年6月25日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 7 佐伯広域森林組合
大分県佐伯市宇目大字

南田原283番地2
第一種、第二種 木材の加工及び販売

宇目工場、宇目共販所、佐伯共販所、中間

土場、バイオマスチップ工場
丸太、ひき板、角材、チップ

2018年6月29日 日林協 - CLW - Ⅰ 4 遠野興産株式会社
福島県いわき市遠野町

根岸字石田44-3
第一種 木材の加工及び販売

岩石工場、山田第1工場、山田第2工場、石

巻工場、北茨城工場
丸太、木質ペレット、チップ

2018年7月3日 JIA - CLW - Ⅱ 18007 株式会社ワイス・ワイス

東京都新宿区西新宿3-

7-1　新宿パークタワー

20階

第二種 木材等の製造及び販売
西新宿本社：東京都新宿区西新宿3-7-1

新宿パークタワー20階
椅子、机

2018年7月6日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 54 日本製紙木材株式会社
東京都千代田区神田駿

河台4-6
第一種、第二種 木材等の輸入・輸出・販売

札幌営業所、旭川営業所、函館営業所、盛

岡営業所、仙台営業所、酒田営業所、東京

営業所、いわき営業所、富士営業所、名古屋

営業所、伏木営業所、大阪営業所、徳島営

業所、岩国営業所、福岡営業所、八代営業

所、営業推進部、ボード営業部、新規事業部

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材、

直交集成板、木質ペレット、チッ

プ、小片、フローリング

2018年7月18日 JTCCM - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18006 株式会社ウッドワン
広島県廿日市市木材港

南1番1号
第一種、第二種 木材等の輸入・製造・加工・販売

串戸工場、豊橋工場、蒲郡工場、構造システ

ム営業部、営業推進部

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材、フロー

リング及び家具(椅子、机)

2018年7月19日 JIA - CLW - Ⅱ 18008 株式会社エヌ・シー・エヌ
東京都港区港南1-7-

18-4F
第二種 木材等の販売 東京本社 合板、単板積層材及び集成材
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2018年7月19日 JIA - CLW - Ⅱ 18009 三基東日本株式会社
宮城県白石市大平森合

字五反田8-1
第二種

木材等の販売、木材を使用して

建築物その他工作物の建築
本社、北関東営業所

ひき板、角材、合板、単板積層

材及び集成材

2018年7月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 55 株式会社トライ・ウッド
大分県日田市上津江町

川原2810番地の1
第一種、第二種

製材品の製造・販売、集成加工

品の製造・販売
株式会社トライ・ウッド製材工場、集成材工場

丸太、角材、ひき板、集成材、直

交集成板

2018年7月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 56 株式会社カンディハウス
北海道旭川市永山北2

条6丁目
第一種、第二種

木材輸入、木製家具製造・販

売・輸出

購買本部、製造本部、本社営業国際事業本

部、旭川支店、道央支店、仙台支店、東京支

店、東京ショップ、東海支店、金沢支店、大阪

支店、福岡支店

丸太、ひき板、単板、合板、椅

子、机、テーブル、カウンター、シ

ステム収納、小型の収納、キャ

ビネット、コートハンガー、ベッド

フレーム

2018年7月24日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0004 株式会社丸岩
岩手県奥州市江刺岩谷

堂字袖山11-36
第二種 プレカット加工及び販売 株式会社丸岩 ひき板、角材、合板、集成材

2018年7月24日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 8 有限会社 勝川木材
三重県三重郡菰野町大

字杉谷2365番地18
第一種、第二種 木材の加工及び販売 本社、工場 丸太、チップ

2018年7月25日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 9 青森県森林組合連合会
青森県青森市松原1丁

目16番25号
第一種、第二種 木材の加工及び販売

津軽木材流通センター、十和田木材流通セン

ター、下北木材流通センター
丸太、角材

2018年8月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 57 大建工業株式会社
富山県南砺市井波1番

地1
第二種

フローリングの仕入・販売、製

造、半製品販売

内装材事業部 三重工場、三重工場河芸工

場
突き板、合板、フローリング

2018年8月1日 JIA - CLW - Ⅰ 18010 双日九州株式会社

福岡県福岡市中央区天

神1丁目4-2 エルガーラ

5F

第一種 木材等の輸入及び販売
双日九州株式会社の木材を扱う全ての部

門、事業所、工場及び事業場

合板、単板、積層材、集成材、ひ

き板、角材、フローリング、棚、

コートハンガー、ベッドフレーム、

ダイニングセット、机、椅子、コ

ピー用紙

2018年8月6日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 10 株式会社 日田十条
大分県日田市大字石井

777番地
第一種、第二種 木材の加工及び販売 本社工場 丸太、ひき板、角材、チップ

2018年8月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 59 株式会社 安成工務店
山口県下関市綾羅木新

町3-7-1
第二種 木造建築物の建設

下関支店、山口支店、宇部支店、周南支店、

北九州支店、福岡支店、プレカットセンター
角材、集成材、直交集成板

2018年8月21日 JPIC - CLW - Ⅱ 60 株式会社 大三商行
岡山県岡山市北区下中

野708-111
第二種

単板積層材、チップ及び小片の

製造及び販売
サンテック事業部 丸太、単板積層材、チップ、小片

2018年8月31日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 61 トリスミ集成材株式会社
奈良県五條市住川町

1297
第一種、第二種

木材の輸入、集成材の製造、販

売、木材の加工
トリスミ集成材株式会社 生産部 ひき板、集成材

2018年9月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 62 株式会社 メーベルトーコー
北海道旭川市永山北3

条6丁目4番32号
第二種 木製家具製造 株式会社 メーベルトーコー

ひき板、突き板、合板、椅子、

テーブル、システム収納、キャビ

ネット

2018年9月10日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 63 院庄林業株式会社
岡山県津山市二宮22番

の1
第一種、第二種

木材の製材・集成材の製造・プ

レカット加工・販売、住宅用建

材・住宅用構造物仕入れ・販売・

輸出

久米工場、岡山工場、富士宮工場、プレカット

工場、建材センター、開発営業本部

丸太、ひき板、合板、集成材、構

造材、羽柄材、構造用合板、間

柱、フローリング

2018年9月12日 JPIC - CLW - Ⅱ 64 株式会社 汐見

大阪府大阪市浪速区元

町一丁目10番6号堤ビ

ル内

第二種 木材及び建築用材の販売 株式会社汐見 営業部
ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材
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2018年9月19日 JPIC - CLW - Ⅱ 65 東亜コルク株式会社
大阪府大東市新田中町

5-1
第二種 フローリングの販売 東亜コルク株式会社 フローリング

2018年9月21日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 11 豊永林業株式会社
奈良県吉野郡下市町大

字下市135番地
第一種、第二種 木材の加工及び販売 本社、ストックポイント 丸太、ひき板、角材、突き板

2018年10月4日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 66 株式会社 マルホ
山口県岩国市飯田町1

丁目3-37
第一種、第二種

丸太の輸入、木材等の加工、販

売

営業部、第1工場、第2工場、第3工場、第5工

場、第6工場
丸太、角材

2018年10⽉14⽇ JIA - CLW - Ⅱ 18011 株式会社シェルター
山形県山形市松栄一丁

目5番13号
第二種

木材等の加工、販売、木材を使

用して建築物その他の工作物の

建築

本社、東京支社、プレカット工場 合板、単板積層材及び集成材

2018年10月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0005 株式会社新和建設
愛知県北名古屋市野崎

山神15
第二種 建築又は建設をする事業 株式会社新和建設本店 構造材(スギ、ヒノキ)

2018年10月15日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 67 山佐木材株式会社
鹿児島県肝属郡肝付町

前田972番地
第一種、第二種

製材・CLT・集成材 製造販売、

大型木造建築設計施工

下住工場 製材部・CLT部・集成材部・建設

部、論地工場 CLT部

丸太、単板、ひき板、集成材、直

交集成板、チップ

2018年10月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 68 岡部興業株式会社
徳島県阿南市橘町中尾

32番地
第二種 合板の二次加工・販売・営業 岡部興業株式会社 突き板、合板、単板積層材

2018年10月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 69 株式会社 山大
宮城県石巻市潮見町2

番地の3
第二種

製材、製材等のプレカット及び販

売、製材・合板・集成材等販売、

住宅の建築等

プレカット工場、ウッドミル工場、ホーム事業

部、住宅資材事業部 本店・流通センター・仙

台1課・仙台2課

丸太、ひき板、角材、単板、合

板、集成材、単板積層材、直交

集成板、構造材、羽柄材、フロー

リング、サイディングボード、チッ

プ

2018年10月24日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 12 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
第一種、第二種 木材の加工及び販売 岐阜県木材協同組合連合会 丸太、ひき板、角材

2018年10月29日 JPIC - CLW - Ⅱ 70 小原木材株式会社
愛知県岡崎市針崎町字

蓮谷37番地
第二種

木材の製材・販売、不燃・準不

燃木材・防腐木材の製造・販売

住宅・公共施設などの設計・建

築

小原木材株式会社 木材＋部、建築部 丸太、ひき板、構造材、羽柄材

2018年10月30日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18012 ジャパン建材株式会社
東京都江東区新木場一

丁目7番22号
第一種、第二種 木材等の輸入及び販売

第一種 木質素材1課、木材課、商事課

第二種 木質素材1課、木材課、商事課、木構

造建築課、首都圏第4営業部、首都圏第5営

業部、中部営業部、大阪資材営業所、東北

営業部

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材、

フローリング

2018年11月1日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 71 株式会社 ノダ
東京都台東区浅草橋5

丁目13番6号
第一種、第二種

合板・集成材及び木質建材の輸

入又は販売、合板・チップ製造

販売、フローリングの製造販売、

住宅の建築等

海外事業推進室、国産材活用事業部、富士

川事業所工場、建材製造本部、建材事業部

丸太、突き板、合板、集成材、構

造材、羽柄材、構造用合板、フ

ローリング、チップ

2018年11月2日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 13 全国森林組合連合会
東京都千代田区内神田

1-1-12
第一種、第二種 木材の加工及び販売 全国森林組合連合会

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、チップ
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部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2018年11月7日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 72 カリモク家具株式会社
愛知県刈谷市広小路三

丁目17番地
第一種、第二種

家具部品輸入、木材輸入、単板

輸入、木材仕入、家具輸出・製

造・卸

カリモク家具株式会社、総張工場,札幌営業

所、仙台営業所,新潟営業所、宇都宮営業

所、水戸営業所、埼玉北営業所、東京北営

業所、東京東営業所、多摩営業所、東京湾

岸営業所、東京南営業所、横浜営業所、静

岡営業所、名古屋営業所、名古屋中営業

所、小牧営業所、北陸営業所、大津営業所、

西宮営業所、大阪営業所、神戸営業所、広

島営業所、岡山営業所、四国営業所、北九

州営業所、福岡営業所、鹿児島営業所

ひき板、単板、角材、突き板、合

板、単板積層材、椅子、机、収納

什器、ベッドフレーム、ローパー

テーション

2018年11月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0006 株式会社竹中工務店
大阪府大阪市中央区本

町4-1-13
第二種 建築又は建設をする事業

CSR推進部、東京本店、北海道支店、東北支

店、名古屋支店、大阪本店、広島支店、九州

支店

構造材(集成材、CLT)

2018年11月15日 JPIC - CLW - Ⅱ 73 株式会社オリエント
群馬県沼田市恩田町

376番地1
第二種 フローリングの製造・販売 株式会社オリエント 高山工場 合板、フローリング

2018年11月15日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 74
株式会社 ユニウッドコーポレー

ション

兵庫県西宮市甲子園砂

田町1番24号
第一種、第二種 木材等の輸入・販売

株式会社 ユニウッドコーポレーション 大阪支

店

角材、合板、集成材、単板積層

材、直交集成板

2018年11月16日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 14 株式会社 山長商店
和歌山県田辺市新庄町

377番地
第一種、第二種 木材の加工及び販売 素材生産部、製材部 丸太、ひき板、角材、チップ

2018年11月22日 日林協 - CLW - Ⅰ 5 山長林業株式会社
和歌山県田辺市新庄町

2015番地
第一種 木材の購入及び販売 山長林業株式会社事務所、田熊貯木場 丸太

2018年12月3日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18013 リンテック株式会社
東京都板橋区本町23番

23号
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入又は

販売

リンテック株式会社の木材等を扱う全ての部

門、事業所、工場及び事業場
紙、木材パルプ

2018年12月3日 JTCCM - CLW - Ⅱ 18007 株式会社築柴
京都府向日市森本町野

田1-1
第二種

木材等の製造・加工・販売、建

築
株式会社築柴

ひき板、角材、突き板、合板、単

板積層材、集成材及び家具(棚、

机、椅子、造作家具)

2018年12月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 75 株式会社KEY BOARD
東京都江東区新木場1-

7-22
第二種 木材等の購入・販売 八潮営業所 合板、単板積層材、集成材

2018年12月14日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 15 青森県森林整備事業協同組合
青森県青森市大字駒込

字桐野沢129番地の1
第一種、第二種 木材の加工及び販売 青森県森林整備事業協同組合原木市場 丸太、チップ

2018年12月19日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0007 昭和住宅株式会社
兵庫県加古川市平岡町

新在家117
第二種 プレカット加工 昭和住宅株式会社稲美工場 集成材(構造材、羽柄材)

2018年12月25日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 76 石巻合板工業株式会社
宮城県石巻市潮見町4

番地3
第一種、第二種

合板・単板積層材・単板の製造

販売、輸入合板の販売、フローリ

ング（半製品）の製造販売

資材部、製造部、営業部、西浜工場
丸太、単板、合板、単板積層材、

フローリング

2018年12月27日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 77 稲畑産業株式会社
大阪府大阪市中央区南

船場一丁目15番14号
第一種、第二種

木材等の輸入・販売、建築・建

設

住環境本部(東京本社)、住環境本部(大阪本

社)

角材、合板、単板積層材、集成

材、チップ、フローリング、木材パ

ルプ、机、中間製品(家具の中間

材)

2019年1月11日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 78 池内ベニヤ株式会社

北海道日高郡新ひだか

町静内木場町1丁目1-

22

第一種、第二種
木材等の輸入、木材製品製造・

加工・販売

本部営業部、静内工場、札幌営業所、仙台

営業所、新潟出張所、東京営業所、大阪営

業所、名古屋営業所、福岡営業所、建材セン

ター

丸太、ひき板、角材、単板、合

板、単板積層材、集成材
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部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2019年1月11日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 16 日南製材事業協同組合
宮崎県日南市北郷町郷

の原乙72番地の1
第一種、第二種 木材の加工及び販売 日南製材事業協同組合 丸太、ひき板

2019年1月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 79 名古屋建工株式会社
愛知県名古屋市昭和区

花見通1-5-10
第二種 合板の販売及び二次加工 本社、岐阜工場 合板

2019年1月17日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 80 株式会社ウッディーコイケ
埼玉県秩父市下影森

181番地
第一種、第二種

丸太の生産・購入・販売、木材

製品の製造・加工・販売、集成

材の製造、チップの製造・販売、

プレカット加工・販売、住宅の建

築等

木材事業部、プレカット事業部在来工場、プ

レカット事業部 金物・羽柄工場、請負工事事

業部

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、チップ、構造材、羽柄材

2019年1月17日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 81 株式会社鳥取CLT
鳥取県西伯郡南部町法

勝寺70
第一種、第二種

直交集成板、集成材の製造・販

売
本社工場

丸太、ひき板、集成材、直交集

成板

2019年1月18日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17 宮崎県森林組合連合会
宮崎県宮崎市橘通西２

丁目２番２号
第一種、第二種 木材の加工及び販売

宮崎県森林組合連合会、高千穂林産物流通

センター、五ヶ瀬林産物流通センター、東郷

林産物流通センター、宮崎林産物流通セン

ター、都城林産物流通センター、小林林産物

流通センター、日南林産物流通センター、細

島木材流通センター、東郷木材加工場

丸太、ひき板、角材、チップ、小

片

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0008 有限会社梅弘木材
秋田県山本郡三種町鵜

川字谷地の上96
第二種 木材の販売 有限会社梅弘木材

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0009 共栄商材株式会社
秋田県湯沢市千石町四

丁目1-18
第二種 木材の販売 共栄商材株式会社

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0010 株式会社菊地木材店
秋田県秋田市保戸野す

わ町9-53
第二種 木材の販売 株式会社菊地木材店

ひき板、角材、突き板、合板、集

成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0011 株式会社木村建材店
秋田県秋田市河辺和田

字和田37-9
第二種 木材の販売 株式会社木村建材店 ひき板、角材、合板、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0012 株式会社鈴木材木店
秋田県仙北郡美郷町土

崎字上野乙109-1
第二種 木材の販売 株式会社鈴木材木店

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0013 有限会社髙橋林業

秋田県秋田市河辺北野

田高屋字黒沼下提下

46-11

第二種 木材の販売 有限会社高橋林業 角材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0014 株式会社東佳建材店
秋田県秋田市大住三丁

目4-17
第二種 木材の販売 株式会社東佳建材店

ひき板、角材、単板、合板、集成

材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0015 株式会社成田金物商店
秋田県大館市住吉町3-

2
第二種 木材の販売 株式会社成田金物商店

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0016 株式会社ミズノ
秋田県大仙市協和荒川

字新田表1-1
第二種 木材の販売 株式会社ミズノ

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0017 ジューテック秋田株式会社
秋田県秋田市中通5丁

目6-17
第二種 木材の販売 ジューテック秋田株式会社 ひき板、角材
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部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0019 株式会社宮昇
秋田県能代市寿域長根

37-3
第二種 木材の販売 株式会社宮昇 角材、合板、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0020 有限会社最上材木店
秋田県大仙市角間川町

字稲荷中島24-5
第二種 木材の販売 有限会社最上材木店 ひき板、角材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0021
有限会社ハウスパートナー平

川

秋田県能代市川反町5-

26
第二種 木材の販売 有限会社ハウスパートナー平川 ひき板、角材、合板、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0022 株式会社寺沢工務店
秋田県仙北市田沢湖生

保内字武蔵野112
第二種 木材の販売 株式会社寺沢工務店 ひき板、角材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0024 三浦木材株式会社
秋田県大館市上代野字

上代野5-1
第二種 木材の販売 三浦木材株式会社 ひき板、角材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0025 有限会社野島材木店
秋田県秋田市仁井田新

田1丁目15-33
第二種 木材の販売 有限会社野島材木店 ひき板、角材、合板、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0026 南材木店
秋田県秋田市土崎港中

央1丁目4-13
第二種 木材の販売 南材木店

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0027 ヨシヤ材木店
秋田県仙北市角館町水

ノ目沢45
第二種 木材の販売 ヨシヤ材木店

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年1月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0028 有限会社宮長材木店
秋田県能代市日吉町8-

6
第二種 木材の販売 有限会社宮長材木店 ひき板、角材、合板、集成材

2019年1月22日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0029 株式会社仙台木材市場
宮城県仙台市宮城野区

苦竹2丁目7-30
第二種 木材の販売 株式会社仙台木材市場

ひき板、角材、突き板、合板、単

板積層材、集成材

2019年1月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 82 フジ産業株式会社
大阪府和泉市伯太町3-

3-16
第一種、第二種 木材の輸入・販売 フジ産業株式会社

ひき板、角材、合板、単板積層

材

2019年2月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 83 株式会社 オロチ
鳥取県日野郡日南町下

石見1829-103
第二種 単板積層材の製造・販売 LVL製造工場 丸太、単板、単板積層材

2019年2月15日 JIA - CLW - Ⅱ 18014 グリーンパークN&M株式会社
福岡県朝倉郡筑前町森

山1412番地2
第二種 木材等の加工、販売

グリーンパークN&M株式会社の木材等を扱う

全ての部門、事業所、工場および事業場

木質ペレット、チップ状又は小片

状の木材

2019年2月15日 JTCCM - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18008 ポラテック株式会社
埼玉県越谷市新越谷1-

71-2
第一種、第二種 木材等の輸入・加工・販売 木材仕入部、板東工場 構造材、羽柄材、構造用合板

2019年2月18日 日林協 - CLW - Ⅰ 6 都城原木市場株式会社
宮崎県都城市立野町

3833番1
第一種 木材の販売 都城原木市場株式会社、小林木材市場 丸太

2019年2月22日 日林協 - CLW - Ⅰ 7 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番地16
第一種 木材の販売

東信木材センター、南信木材センター、伊那

木材センター、中信木材センター、北信木材

センター

丸太

2019年2月22日 日林協 - CLW - Ⅰ 8 秋田県森林組合連合会
秋田県秋田市川元山下

町8番28
第一種 木材の販売

秋田県森林組合連合会、秋田木材流通セン

ター
丸太
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2019年3月6日 日林協 - CLW - Ⅱ 5 広和林業株式会社
新潟県新潟市北区島見

町4636-1
第二種 木材の加工及び販売 広和林業株式会社 丸太、チップ

2019年3月11日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 84 金清木材株式会社
新潟県新潟市東区下木

戸3-3-36
第一種、第二種 木材等の輸入・製材・販売 本社、東港営業所、松島工場 ひき板、角材

2019年3月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 85 江戸川ウッドテック株式会社
福島県いわき市泉町滝

尻字亀石町2-12
第二種 フローリングの製造・販売 小名浜工場 ひき板、角材、フローリング

2019年3月11日 日林協 - CLW - Ⅰ 9 宮澤木材産業株式会社
長野県長野市中曽根

2188番地5
第一種 木材の販売

宮澤木材産業株式会社環境事業部木材加

工センター
丸太、チップ

2019年3月12日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18015 物林株式会社
東京都江東区新木場一

丁目7番22号
第一種、第二種 木材等の輸入及び販売

第1種　木材営業部（東日本営業室、国産材

営業室）、木材営業部（西日本営業室）、国

産材営業部（道央営業室）、国産材営業部

（道東営業室）

第2種　木材営業部（東日本営業室、国産材

営業室）、住環境システム部（広域営業室、

特販営業室）、環境・景観事業部（景観室、

環境室）、ランドスケープ事業部（パーク事業

室、豊洲公園施設建設事業室、豊洲公園施

設管理事業室、緑地建設室）、木材営業部

（西日本営業室）、国産材営業部（道央営業

室）、建設資材営業部（木材営業部、木構造

事業室、環境・建設室）、国産材営業部（道

東営業室）：海道北見市留辺蘂町旭南48番

地

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材、ペレット、チップ

状又は小片状の木材

2019年3月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 86 有限会社浦山工業
愛知県一宮市新生1-

3-10
第二種 合板の二次加工及び販売

本社事務所、江南工場、江南梱包工場、稲

島工場
合板、集成材

2019年3月13日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 1 三津橋産業株式会社
北海道士別市西1条21

丁目471番地
第一種、第二種 木材の加工及び販売

素材山林課、針葉樹製材工場、広葉樹製材

工場、幌加内工場、富良野工場、音威子府

工場、旭川支店、札幌支店

丸太、ひき板、角材、チップ、単

板、集成材

2019年3月13日 北林検 - CLW - Ⅱ 2
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464番地
第二種 木材の加工 道北ハウジングシステム協同組合 ひき板、角材、集成材

2019年3月13日 北林検 - CLW - Ⅱ 3 大成産業株式会社
北海道苫小牧市晴海町

39番地2
第二種 木材の加工及び販売 大成産業株式会社 ひき板

2019年3月14日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 87 株式会社東京木材相互市場
東京都練馬区北町6-

32-36
第一種、第二種

丸太の委託販売等、木材市場、

製造、販売、半製品の委託販売

等

筑波銘木市場、プレカット製造課、吹上市場、

吹上事業部、筑波市場、柏センター、柏事業

部、小山住宅資材部

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、フローリング

2019年3月14日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 18 岐阜県森林組合連合会
岐阜県岐阜市六条江東

二丁目5番6号
第一種、第二種 木材の加工及び販売

岐阜木材ネットワークセンター、チップセン

ター、岐阜林産物共販所、東濃林産物共販

所、飛騨林産物共販所

丸太、チップ

2019年3月18日

2019年4月15日
JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 88 西垣林業株式会社

奈良県桜井市大字戒重

137番地
第一種、第二種

木材の市売等、製材及び木材加

工、集成材等の製造・販売等、、

製品・家具部材販売、建築

桜井本社　市売部、桜井本社　国産材生産

事業部、名古屋本社　地域材活用事業部、

豊田工場

丸太、ひき板、角材、突き板、合

板、集成材、フローリング、中間

製品
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2019年3月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 89 松原産業株式会社
北海道夕張郡栗山町中

央1丁目1番地1
第一種、第二種

丸太の製造、販売、木材チップ、

おが粉(ペレット・パーティクル

ボード原料)の製造、フローリング

の仕入・製造・販売・施工、合板

の仕入・製造・販売、製材・フ

ローリング・集成材の仕入・販

売、構造材・羽柄材・合板・フ

ローリング・サイディングボードを

利用した建築、建設

木材部、木材部利活用工場、栗山工場、栗

山工場営業・施工部、継立工場、東京支店、

大阪営業所、仙台営業所、札幌営業所、栗

山建材部、建設部

丸太、ひき板、合板、単板積層

材、集成材、小片、フローリン

グ、サイディングボード、構造

材、羽柄材、構造用合板

2019年3月20日 日林協 - CLW - Ⅱ 6 秋田製材協同組合
秋田県秋田市河戸島字

七曲台120番46
第二種 木材の加工及び販売 秋田製材協同組合 丸太、ひき板、角材、チップ

2019年3月22日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 4 ルベシベ木材工業株式会社
北海道北見市留辺蘂町

旭1区268番地1
第一種、第二種 木材の加工及び販売 本社工場、第一工場 丸太、ひき板、角材

2019年3月28日 日林協 - CLW - Ⅰ 10 有限会社下村林業
茨城県北茨城市中郷町

上桜井957番地の1
第一種 木材の加工及び販売 有限会社下村林業 丸太、ひき板、角材、チップ

2019年3月29日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19 岩手県森林組合連合会
岩手県盛岡市中央通三

丁目15番17号
第一種、第二種 木材の加工及び販売

盛岡木材流通センター、一関木材流通セン

ター、遠野木材流通センター、陸前高田木材

流通センター、宮古木材流通センター、二戸

木材流通センター、久慈木材流通センター、

東磐木材流通センター、浄安木材流通セン

ター、釜石木材流通センター、葛巻SP、気仙

SP

丸太、角材、合板、集成材、チッ

プ

2019年4月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 90 吉富木材株式会社
山口県周南市大字櫛ヶ

浜503番地の1
第二種 木材等の製造、加工、販売 吉富木材株式会社 丸太、角材、合板

2019年4月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0030 タマホーム株式会社
東京都港区高輪3-22-

9
第二種 建築又は建設 工務本部 構造材(管柱・通し柱)

2019年4月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0031 株式会社菅組
香川県三豊市仁尾町仁

尾辛15-1
第二種 建築又は建設 株式会社菅組

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2019年4月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 91 島根合板株式会社
島根県浜田市治和町口

895番地2
第二種 合板の製造・販売 浜田針葉樹工場、浜田針葉樹第二工場 丸太、単板、合板

2019年4月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 92 協同組合オホーツクウッドピア
北海道北見市留辺蘂町

旭東11番地
第二種 木材等の製造、加工、販売 協同組合オホーツクウッドピア ひき板、集成材、直交集成板

2019年4月9日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0032 株式会社メープルコア静岡
静岡県掛川市大野

1537-1
第二種 住宅部材の加工及び販売 株式会社メープルコア静岡 ひき板及び角材、集成材、合板

2019年4月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 93 藤寿産業株式会社
福島県郡山市田村町金

屋字上川原286-12
第二種

集成材の製造・加工・販売、木

造建築の施工
藤寿産業株式会社 丸太、ひき板、集成材

2019年4月11日 日林協 - CLW - Ⅱ 7 長野県木材協同組合連合会
長野県長野市大字中御

所字岡田30番地16
第二種 木材の加工および販売 長野県木材協同組合連合会 丸太

2019年4月12日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 20 青森県木材協同組合
青森県青森市大字高田

字川瀬104番1号
第一種、第二種 木材の加工および販売

青森県木材協同組合、青森県木材協同組合

青森木材センター
丸太、ひき板、角材
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2019年4月15日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 94 有限会社二和木材
岩手県滝沢市後268番

地56
第一種、第二種

木材等の購入、木材等の製造、

販売、チップ製造・販売
滝沢工場、矢巾工場

丸太、ひき板、角材、フローリン

グ、チップ

2019年4月22日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 95 株式会社 ＦＬＴ三重
三重県伊賀市治田

5388番地1
第一種、第二種 木材等の輸入、加工、販売 株式会社 ＦＬＴ三重

合板、構造用集成材、構造材、

羽柄材、梁、柱

2019年4月22日 日林協 - CLW - Ⅰ 11 耳川林業事業協同組合
宮崎県日向市東郷町山

陰字長迫1344番地
第一種 木材の加工および販売 耳川林業事業協同組合 丸太、ひき板、角材、チップ

2019年4月22日 日林協 - CLW - Ⅱ 8 二宮木材株式会社
栃木県那須塩原市四区

町741番地5
第二種 木材の加工および販売

二宮木材株式会社、二宮木材株式会社第二

工場
ひき板、角材、単板、突き板

2019年4月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 96 守屋木材株式会社
宮城県仙台市宮城野区

原町6丁目1-16
第一種、第二種 木材製品製造・加工・販売 本社営業部、大衡工場、丸森工場

丸太、角材、合板、集成材、木質

ペレット、チップ、フローリング、

家具用中間製品

2019年4月23日 JPIC - CLW - Ⅱ 97 株式会社松本材木店
埼玉県熊谷市石原804

番地5
第二種 木材等の販売、建設・建築 本社、住宅・建築事業部 構造材、造作材、羽柄材

2019年4月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 98 岸田木材株式会社
富山県氷見市十二町万

尾前247-1
第二種

木材等の製造、加工、販売、建

築
本社、営業所、建築

丸太、ひき板、角材、構造材、造

作材、羽柄材、チップ

2019年4月25日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 99 村地綜合木材株式会社
滋賀県蒲生郡竜王町綾

戸328番地の3
第一種、第二種 木材の輸入・販売・建築 購買部、営業部、建築部

ひき板、角材、単板、合板、単板

積層材、集成材、フローリング

2019年4月26日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19001 日本製紙パピリア株式会社
静岡県富士市原田506

番地
第一種、第二種 木材等の製造、輸入又は販売

日本製紙パピリア株式会社の木材等を扱う

全ての部門、事業所、工場および事業場
紙、木材パルプ

2019年4月26日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19002 日本製紙クレシア株式会社
東京都千代田区神田駿

河台四丁目6番地
第一種、第二種 木材等の製造、輸入又は販売

日本製紙クレシア株式会社の木材等を扱う

全ての部門、事業所、工場および事業場
木材パルプ

2019年5月1日 JTCCM - CLW - Ⅱ 19001 ポラテック西日本株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町隠

岐2403-17
第二種 木材等の加工及び販売 滋賀工場 構造材、羽柄材、構造用合板

2019年5月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 100 セブン工業株式会社
岐阜県美濃加茂市牧野

1006番地
第二種 合板の加工 美濃加茂工場 構造用合板

2019年5月7日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 5 株式会社丹治秀工業
北海道苫小牧市字植苗

192番地の2
第一種、第二種 木材の加工、販売 株式会社丹治秀工業千歳工場

丸太、ひき板、角材、チップ、集

成材

2019年5月7日 北林検 - CLW - Ⅰ 6 大澤木材株式会社
北海道釧路市阿寒町新

町2丁目6番9号
第一種 木材の加工、販売

大澤木材株式会社本社、常呂工場、佐呂間

工場

丸太、ひき板、角材、チップ、木

片

2019年5月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 101 株式会社奥羽木工所
宮城県仙台市宮城野区

原町6丁目1-16
第二種 家具の製造、販売、建築 本社、仙台港工場 棚、収納用じゅう器

2019年5月10日 JPIC - CLW - Ⅱ 102 丸松木材株式会社
滋賀県彦根市古沢町

646
第二種 木材等の購入・販売 丸松木材株式会社

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板

2019年5月10日 JPIC - CLW - Ⅱ 104 金子建設株式会社
群馬県沼田市利根町老

神617
第二種 建設・建築 金子建設株式会社

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、梁、柱、

フローリング
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2019年5月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 105 株式会社原木工所
岡山県倉敷市児島味野

4051-17
第二種 木材等の製造、加工、販売 味野事業所

ひき板、角材、突き板、合板、集

成材、直交集成板、構造材、造

作材、羽柄材、構造用合板、構

造用集成材、梁、柱、フローリン

グ、木質系セメント板、サイディン

グボード

2019年5月14日 JPIC - CLW - Ⅱ 106 株式会社和
奈良県葛城市當麻

367-2
第二種 家具の製造、販売、建設・建築 株式会社和、753FURNITURE

ひき板、合板、直交集成板、構

造材、羽柄材、造作材、フローリ

ング、カウンター、テーブル、棚、

椅子

2019年5月15日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0034 山一興業株式会社
徳島県徳島市中昭和町

1-3
第二種 建築又は建設 山一興業株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2019年5月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 107 株式会社出雲木材市場
島根県出雲市上塩冶町

890-1
第一種、第二種

木材等の販売、購入・加工・販

売、建築・建設、家具の製造、販

売

木材部、製造部、住宅建設事業部

丸太、ひき板、角材、単板、単板

積層材、集成材、直交集成板、

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、梁、柱、

フローリング、ひき板(ウッドデッ

キ、壁材、塀材)、椅子、机、テー

ブル、カウンター、台、棚

2019年5月20日 JPIC - CLW - Ⅱ 108 株式会社近江ボード
滋賀県彦根市南川瀬町

321番地2
第二種 合板の販売及び二次加工・販売 株式会社近江ボード 合板

2019年5月21日 JPIC - CLW - Ⅱ 109 株式会社いっこう
群馬県沼田市薄根町

3457-9
第二種 木材建材販売、建設業 本社工場 構造材、合板、集成材

2019年5月21日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 110 京北プレカット株式会社
京都府京都市右京区京

北鳥居町昇尾8-2
第一種、第二種

木材等の輸入、木材等の購入、

製造、加工、出荷、輸出、販売
京北プレカット株式会社

丸太、構造用集成材、角材、合

板、単板積層材、集成材、直交

集成板、構造材、造作材、羽柄

材、構造用合板、梁、柱

2019年5月21日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0035 旭化成ホームズ株式会社
東京都千代田区神田神

保町1-105
第二種 建築又は建設 RC管理部、購買・生産技術部 フローリング

2019年5月21日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 21 多良木プレカット協同組合

熊本県球磨郡多良木町

大字多良木8772番地

67

第一種、第二種 木材の加工及び販売
多良木プレカット協同組合、多良木工場、熊

本工場
丸太、角材

2019年5月22日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 111 秋田プライウッド株式会社
秋田県秋田市川尻町大

川反232
第一種、第二種 丸太受入、合板の製造販売

資材部、向浜第一工場、向浜第二工場、男

鹿工場
丸太、単板、合板

2019年5月22日 JPIC - CLW - Ⅱ 112 株式会社中東
石川県能美市岩内町ヤ

1番地9
第二種

木材の購入、木材の加工・製

造・販売、建設・建築
集成材事業部、本社工場、建設部

丸太、ひき板、構造用集成材、

直交集成板

2019年5月24日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 113 株式会社日本木材

大阪府堺市西区浜寺諏

訪森町東二丁目157-

11

第一種、第二種 木材等の輸入、販売 輸入、販売部
ひき板、角材、合板、集成材、フ

ローリング、ひき板(ウッドデッキ)

2019年5月24日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0036 株式会社小林材木店
群馬県高崎市上佐野町

657-1
第二種 木材の加工及び販売 本社工場、高崎木材市場営業所 丸太、ひき板、角材

2019年5月27日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 114 エコーウッド富山株式会社
富山県小矢部市内御堂

157番地
第一種、第二種

木材等の購入、加工及び建設、

防腐処理
浅地工場、内御堂工場 丸太、ひき板、角材
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2019年5月27日 JPIC - CLW - Ⅱ 115 角田工業株式会社
愛知県一宮市明知字南

茱之木10-2
第二種 合板の二次加工・販売 角田工業株式会社 合板

2019年5月30日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 116 チューモク株式会社 富山県南砺市田中793 第一種、第二種

丸太の委託販売、木材等の輸

入、木材等・チップの製造、加

工、販売、建設・建築

木材製品部、外材部、チップセンター、山林

建設工事部、プレカット事業部、建築事業部

丸太、ひき板、構造用合板、構

造用集成材、構造材、造作材、

チップ

2019年5月31日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 117 アルプス株式会社
東京都新宿区早稲田南

町33-3
第一種、第二種

木材等の輸入、加工、製造、販

売

本社、埼玉工場、静岡工場、北関東営業所、

千葉営業所
合板

2019年5月31日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 22 株式会社高嶺木材
宮崎県日南市大字伊比

井173番地1
第一種、第二種 木材の加工及び販売

株式会社高嶺木材、都城工場、鹿児島支

店、鹿野営業所
丸太、ひき板、角材、チップ

2019年5月31日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 118 株式会社ホーム建材店
宮城県仙台市宮城野区

苦竹2-7-5
第一種、第二種

木材等の購入、製造、加工、出

荷、販売、チップ製造・販売、建

設・建築

本社、鈴寛工場、鶯沢工場、石巻営業所、山

形営業所

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、構造用合板、構造用集成

材、チップ、構造材、造作材、羽

柄材

2019年5月31日 JPIC - CLW - Ⅱ 119 株式会社森のめぐみ工房
宮城県仙台市宮城野区

苦竹2-7-5
第二種 建設・建築 本社

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材

2019年6月3日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 120 ダイセン産業株式会社
大阪府大阪市中央区久

太郎町2丁目5番28号
第一種、第二種 木材の輸入、販売 ダイセン産業株式会社 合板、単板積層材、製材

2019年6月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 121 野地木材工業株式会社
三重県熊野市井戸町

4185-18
第二種

木材等の製造、加工、塗装、在

庫管理、出荷、建築

本社工場 製材部門、加工部門、営業部門、

飛鳥工場、配送センター

丸太、ひき板、構造材、造作材、

羽柄材、フローリング

2019年6月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 122 有限会社丸宝
埼玉県新座市野火止6-

19-3
第二種

木材等の加工、出荷、建設・建

築
有限会社丸宝

合板、構造用合板、集成材、構

造用集成材、構造材、造作材、

羽柄材、フローリング、カウン

ター

2019年6月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 123 平方木材株式会社
群馬県前橋市住吉町二

丁目8番27号
第二種

木材等の販売、プレカット加工及

び販売、建設・建築
生産開発本部、営業本部

ひき板、合板、集成材、構造用

合板、構造用集成材、直交集成

板、構造材、造作材、羽柄材、

梁、柱、フローリング

2019年6月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 124 株式会社寺島製材所
群馬県渋川市渋川

2063-21
第二種

木材等の製造、加工、販売、建

設・建築
株式会社寺島製材所

ひき板、角材、構造材、羽柄材、

構造用合板、フローリング

2019年6月4日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 125 株式会社榎本林業
和歌山県紀の川市下鞆

渕1947番地
第一種、第二種

木材等の製造、加工、販売、建

設・建築
製材部、建設部

丸太、角材、ひき板、構造材、造

作材、羽柄材

2019年6月4日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0037 さんもく工業株式会社
岡山県岡山市南区海岸

通2-6-3
第二種

建築又は建設、木材の加工及び

販売

本社、岡山事業所、松江事業所、真庭営業

所

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板、角材、合板、集成材

2019年6月4日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 7 井上産業株式会社
北海道紋別郡遠軽町学

田2丁目11番地3
第一種、第二種 木材の加工、販売 遠軽工場、滝上工場、札幌支店 ひき板、角材、合板、集成材

2019年6月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 126 港製器工業株式会社
大阪府高槻市唐崎中3-

20-7
第二種 木材等の販売、建設・建築 営業部、東日本営業所 ひき板、角材

2019年6月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 127 株式会社黒松製材建設
鹿児島県鹿屋市田淵町

151番地
第二種

木材等の購入、製造、加工、販

売、建設・建築
本社工場

丸太、ひき板、角材、構造材、造

作材、羽柄材、フローリング、椅

子、机、テーブル、カウンター
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2019年6月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0038 上原林業株式会社
宮崎県北諸県郡三股町

大字樺山4523
第二種 建築又は建設、木材の販売 上原林業株式会社 構造材、羽柄材、ひき板、角材

2019年6月6日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 23 宮崎木材市場株式会社
宮崎県宮崎市大橋三丁

目128番地
第一種、第二種 木材の販売

宮崎木材市場株式会社製品市場、綾原木市

場、日向原木市場
丸太、ひき板、角材、集成材

2019年6月6日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 24 根羽村森林組合
長野県下伊那郡根羽村

407番地10
第一種、第二種 木材の加工および販売

根羽村森林組合、根羽村森林組合木材流通

センター

丸太、ひき板、角材、小片、合

板、集成材

2019年6月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 130 株式会社クリエイト礼文
山形県山形市南原町2

丁目7-39
第二種

木材等の加工、出荷、建設・建

築
上山工場、ユニテFC本部

ひき板、単板積層材、構造用合

板、構造用集成材、構造材

2019年6月7日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 25 山下木材株式会社
岡山県真庭市富尾218

番地
第一種、第二種 木材の加工および販売

山下木材株式会社製材部、プレカット事業

部、岡山営業所
ひき板、角材

2019年6月7日 日林協 - CLW - Ⅰ 12 真庭木材市売株式会社
岡山県真庭市富尾1番

地
第一種 木材の販売 真庭木材市売株式会社本社、月田木材市場 丸太、チップ

2019年6月10日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0039 ヤマワ木材株式会社
宮崎県都城市都北町

3533
第二種 木材の加工・販売 ヤマワ木材株式会社 丸太、ひき板、角材

2019年6月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 131 株式会社リンザイ
岩手県久慈市大川目町

第3地割31番地1
第二種

木材等の購入、単板の製造・出

荷
本社工場 角材、突き板

2019年6月11日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 132 有限会社マルヒ製材
岩手県久慈市夏井町大

崎15-1-1
第一種、第二種

丸太購入・販売、木材等の製

材、加工、販売、中間製品(家具

の「中間材」)の製造、販売、フ

ローリングの製造・販売、プレ

カット材の販売

製材工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、構造用合板、構造用集成

材、構造用製材、羽柄材、中間

製品、フローリング(単層フローリ

ング)、チップ

2019年6月11日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 133 株式会社東京工営

東京都文京区関口1-

24-8

東宝江戸川橋ビル9階

第一種、第二種 木材等の輸入・販売 営業部業務課 ひき板、フローリング

2019年6月12日 JPIC - CLW - Ⅱ 134 株式会社葉屋六商店
大阪府枚方市堤町10番

32号
第二種 木材等の製造、販売 本社、岸和田営業所

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材、フローリング

2019年6月12日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 135 中本造林株式会社
広島県廿日市市栗栖

508番地
第一種、第二種

木材等の輸入、木材等の製材、

生産、販売、チップ製造・販売

本社工場 製造部、友田工場 製造部、営業

部、特販部

丸太、ひき板、集成材、チップ、

フローリング、造作材

2019年6月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 136 株式会社 斉藤林業
群馬県沼田市発知新田

町759-1
第二種

木材等の加工、出荷、建設・建

築、家具の製造、出荷

本社工場製材部、本社工場家具部、第一工

場、住宅・建築事業部
造作材、構造材、テーブル

2019年6月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 137 株式会社志田材木店
新潟県長岡市新組町

2327番地
第二種

木材等の製造、加工、輸出、販

売、建設、建築
本社

丸太、ひき板、合板、構造用合

板、構造用集成材、直交集成

板、フローリング、中間製品(家

具の中間材)

2019年6月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 138 株式会社竹内工務店

京都府京都市右京区嵯

峨釈迦堂門前瀬戸川町

4-7

第二種 木材等の販売、建設・建築 株式会社竹内工務店 角材、合板、造作材、構造材

2019年6月17日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0040 エコワークス株式会社
福岡県福岡市博多区竹

丘町1-5-38
第二種 建築又は建設 エコワークス株式会社 構造材、羽柄材
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2019年6月17日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 26 株式会社ゲンボク
徳島県徳島市中昭和町

一丁目3番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社ゲンボク 原木部、製品部

丸太、ひき板、角材、突き板、合

板、集成材、チップ

2019年6月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 139 株式会社山形城南木材市場
山形県山形市表蔵王60

番地の1
第一種、第二種

丸太の委託販売、木材等の購

入・販売、加工、出荷、建設・建

築

木材事業部、住設事業部、上山加工工場

丸太、ひき板、集成材、構造材、

構造用合板、構造用集成材、造

作材、羽柄材、内装材

2019年6月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 140 三又建設株式会社
秋田県横手市山内三又

字落合10番地1
第一種、第二種

丸太の購入、木材等の製造、販

売
三又建設株式会社製材工場 丸太、製材

2019年6月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 141 久保産業株式会社
宮崎県都城市五十町

1388番地
第二種

木材等の購入、製造、加工、販

売
久保産業株式会社

丸太、合板、柱、構造材、造作

材、羽柄材

2019年6月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 142 株式会社木匠
大阪府泉北郡忠岡町忠

岡北3丁目6-27
第二種

木材等の購入・販売、木材等の

加工、販売、建設・建築
建材販売部、建設・造園工事部

角材、合板、構造用集成材、造

作材

2019年6月19日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0042 有限会社建徳
群馬県沼田市下川田町

484-2
第二種 建築又は建設 有限会社建徳

構造材、構造用合板、フローリン

グ、サイディングボード

2019年6月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 143 株式会社堺貿易
徳島県徳島市津田海岸

町2番
第一種、第二種 木材の輸入・販売、建設・建築 営業本部、工事部 製材、ひき板

2019年6月21日 JPIC - CLW - Ⅱ 144 株式会社長谷萬
東京都江東区富岡2-

11-6
第二種 建設・建築 カスタムホームズ事業本部

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、梁、柱、

ひき板、フローリング、フローリン

グ（複合フローリング）、フローリ

ング（単層フローリング）、木質系

セメント板、サイディングボード

2019年6月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 145 株式会社谷本建設
香川県坂出市加茂町甲

456番地4
第二種 建設・建築 株式会社谷本建設

構造用合板、構造用集成材、

梁、柱、角材、羽柄材

2019年6月24日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 146 東洋テックス株式会社
香川県高松市勅使町

258番地1
第一種、第二種

木材等の輸入・販売、フローリン

グの製造、販売、コンクリート型

枠用合板の販売

本社営業部、多度津工場海外購買部、多度

津工場製造部
合板、フローリング

2019年6月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 147 株式会社タイセイ
京都府綴喜郡井手町大

字井手小字野畑19番地
第二種 建設・建築 本社

構造用合板、構造用集成材、

梁、柱、構造材、造作材、羽柄材

2019年6月24日 JIA - CLW - Ⅱ 19003 三井ホーム株式会社
東京都新宿区西新宿二

丁目1番1号
第二種

木材を使用して建築物その他の

工作物の建築
本社

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年6月26日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 148 有限会社中昇木材
千葉県浦安市富士見3-

15-3
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入・販

売
有限会社中昇木材新木場(営) ひき板

2019年6月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0043 有限会社吉野木材
東京都中央区八丁堀3-

6-5
第二種 木材の販売 有限会社吉野木材

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材

2019年6月26日 日林協 - CLW - Ⅱ 10 株式会社川上木材
宮崎県宮崎市大字跡江

4325番地1
第二種 木材の加工および販売 株式会社川上木材

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年6月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0044 有限会社谷地林業
岩手県久慈市山形町荷

軽部3-18
第二種 建築又は建設 有限会社谷地林業建設事業部 構造材、羽柄材
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2019年6月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0045 有限会社マルソウ小林材木店
静岡県島田市中溝町

1591-15
第二種 木材の販売 有限会社マルソウ小林材木店 ひき板、角材、合板、集成材

2019年6月27日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19004 丸紅株式会社
東京都千代田区大手町

一丁目4番2号
第一種、第二種 木材等の輸入及び輸出

第1種　生活産業グループ　フォレストプロダ

クツ本部　パルプ部、チップ・建材部

第2種　生活産業グループ　フォレストプロダ

クツ本部　パルプ部

木質ペレット、チップ状又は小片

状の木材、木質パルプ

2019年6月27日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19005 株式会社トライリンクス
東京都江東区亀戸1-

28-6 タニビル5F
第一種、第二種 木材等の輸入及び販売 東京支店

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年6月28日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 27 株式会社くりこまくんえん
宮城県栗原市鶯沢袋島

巡44番地7
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社くりこまくんえん

丸太、ひき板、角材、木質ペレッ

ト、チップ

2019年6月28日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 28 株式会社伸栄木材
和歌山県西牟婁郡上富

田町岡2番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社伸栄木材 丸太、ひき板、角材

2019年7月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 150 有限会社青木製材所
群馬県前橋市田口町

614
第二種

木材等の製造、販売、建設・建

築
本社工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、直交集成板、構造用合板、

構造用集成材、構造材、造作

材、羽柄材

2019年7月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 151 株式会社ハルキ
北海道茅部郡森町字姫

川11番地の13
第二種

木材等の販売、木材等の製造、

出荷
株式会社ハルキ、函館営業所、八雲工場

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材、構造材、羽柄材、造

作材、梁、柱

2019年7月1日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 8 山一木材工業株式会社
北海道瀬棚郡今金町字

種川284番地
第一種、第二種 木材の加工、販売 山一木材工業株式会社 丸太、ひき板、角材、チップ

2019年7月1日 北林検 - CLW - Ⅱ 9 山誠丸惣ウッド有限会社
北海道札幌市東区北36

条東7丁目1番7号
第二種 木材の販売 丸惣ウッド有限会社 ひき板、角材、合板、集成材

2019年7月2日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 153 富士岡山運搬機株式会社
岡山県津山市津山口

111-1
第一種、第二種 木材等の輸入・販売 建材事業部 ひき板

2019年7月2日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0046 株式会社ソエル
栃木県栃木市岩舟町

曲ヶ島1806-4
第二種 建築又は建設、木材の販売 株式会社ソエル

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層材、集成材

2019年7月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 154 株式会社三波化粧合板
大阪府松原市阿保2丁

目308-1
第二種 木材等の製造、加工、販売 本社工場 合板

2019年7月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 155 アルプスカラー株式会社
神奈川県平塚市大神

2596-6
第二種 木材等の販売 神奈川営業所、静岡営業所 合板

2019年7月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 156 株式会社森建築
宮崎県宮崎市大字浮田

922番地3
第二種 建設・建築 本社

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、梁、柱

2019年7月3日 日林協 - CLW - Ⅰ 13 株式会社前林
群馬県桐生市梅田町五

丁目7548番地
第一種 木材の販売 株式会社前林 丸太、ひき板、角材

2019年7月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 157 株式会社リメックス
静岡県静岡市駿河区八

幡三丁目21番1号
第二種 建設・建築 本社 ひき板
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2019年7月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 158 加賀木材株式会社
石川県金沢市湊2丁目

21
第二種

木材等の販売、木材等の製造、

加工、出荷

本社、東京営業所、大阪営業所、のと里山工

場

丸太、角材、合板、集成材、構造

用集成材、構造材、造作材、羽

柄材

2019年7月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 159
ウッドスタイルクオリティー株式

会社

石川県金沢市湊2丁目

21
第二種 建設・建築 本社

集成材、構造用合板、構造用集

成材、構造材、造作材、羽柄材

2019年7月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 160 上田産業株式会社
滋賀県野洲市永原

1093番地
第二種

木材等の加工、販売、建設・建

築
本社工場 構造材、造作材

2019年7月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 161 株式会社藤田木材
京都府京都市伏見区日

野慈悲町2番地の2
第二種

木材等の販売、製造、出荷、建

設・建築
本社、製材工場、笠取作業所

ひき板、構造材、造作材、羽柄

材、製材、フローリング

2019年7月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 162 美濃清商工株式会社
京都府京都市南区吉祥

院嶋樫山町35番地
第二種 木材等の販売 美濃清商工株式会社

構造用合板、構造用集成材、構

造材、羽柄材

2019年7月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 29 ときがわ木材有限会社
埼玉県比企郡ときがわ

町大字田中4092番地
第一種、第二種 木材の加工及び販売 ときがわ木材有限会社

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年7月10日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 163 須山木材株式会社
島根県出雲市白枝町

139番地
第一種、第二種

木材等の購入・販売、製造、プレ

カット加工及び販売
本社、木材センター、プレカット事業部

丸太、構造材、羽柄材、構造用

合板、構造用集成材

2019年7月10日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 164 尾﨑林産工業株式会社
京都府綴喜郡井手町大

字井手小字野畑19番地
第一種、第二種

木材等の購入・販売、プレカット

材の販売
本社

丸太、ひき板、角材、構造材、羽

柄材、造作材、チップ

2019年7月10日 JPIC - CLW - Ⅰ 165 十津川村森林組合
奈良県吉野郡十津川村

折立631番地の1
第一種 木材等の製造・出荷 木材加工課 丸太、構造材、羽柄材

2019年7月10日 JIA - CLW - Ⅱ 19006 住まいのGEN有限会社
群馬県沼田市石墨町

1889-1
第二種

木材を使用して建築物その他の

工作物の建築、木材を使用して

建設をする事業

住まいのＧＥＮ有限会社の木材等を扱う全て

の部門、事業所、工場および事業場
ひき板、角材

2019年7月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 166 株式会社松井製材所
富山県南砺市福光

1522
第二種

木材等の製造・出荷・加工・販

売・フローリングの製造・販売・

建設・建築

本社、蔵原工場
丸太、ひき板、角材、構造材、造

作材、羽柄材、フローリング

2019年7月11日 JPIC - CLW - Ⅰ 167 富山県西部森林組合
富山県南砺市荒木

1230番地
第一種 丸太の購入・販売 砺波支所、高岡支所、氷見支所 丸太

2019年7月12日 JPIC - CLW - Ⅱ 168 株式会社八興
滋賀県近江八幡市上田

町175
第二種 木材等の販売 木材販売課

合板、単板積層材、集成材、直

交集成板

2019年7月12日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 169 都築木材株式会社 長野県伊那市日影336 第一種、第二種
木材等の購入・販売、製造、出

荷、建設・建築

本社、東東京支店、西東京支店、住宅部材

工場、プレカット工場、駒ヶ根営業所

丸太、ひき板、合板、集成材、単

板積層材、直交集成板、構造用

合板、構造用集成材、構造材、

造作材、羽柄材

2019年7月17日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 170 株式会社キシル
静岡県浜松市中区佐鳴

台5-30-21
第一種、第二種 木材等の加工・製造・出荷 東工場、南工場、木曜日店舗

丸太、ひき板、集成材、机、椅

子、棚、収納用じゅう器、コート

ハンガー、ベッドフレーム

2019年7月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 171 株式会社大阪木材相互市場
大阪府大阪市港区福崎

1丁目2番1号
第二種 木材製品の卸売り 事務所、木材置場

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材
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2019年7月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 172 ANA-LOG
徳島県阿南市才見町三

本松29-5
第二種 建設・建築、家具の製造、販売 ANA-LOG

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、集成材、構造材、造作

材、羽柄材、構造用合板、梁、

柱、椅子、机、テーブル、カウン

ター、台、棚

2019年7月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 173 株式会社平川木材工業
福岡県うきは市浮羽町

朝田572
第二種

木材等の購入、製造、出荷、販

売
本社、第1工場、第2工場

ひき板、フローリング(単層フロー

リング)

2019年7月18日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 10 中田木材工業株式会社
北海道河東郡上士幌町

字上士幌東3線239番
第一種、第二種 木材の加工、輸入、販売 本社工場、帯広営業所、札幌事務所

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年7月22日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 174 株式会社ワラビー
神奈川県藤沢市羽鳥4

丁目9番32号
第一種、第二種 木材等の輸入、販売 株式会社ワラビー 丸太、集成材

2019年7月22日 JPIC - CLW - Ⅱ 175 木川木材株式会社
新潟県新潟市南区上下

諏訪木735番地
第二種

木材等の製材・購入・販売・建

築・建設
白根本社、製材萱場工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年7月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0047 新産住拓株式会社
熊本県熊本市南区近見

8-9-85
第二種 建築又は建設 新産住拓株式会社 構造材、羽柄材

2019年7月24日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 176 株式会社クトクコーポレーション
大阪府大阪市浪速区幸

町2-5-3
第一種、第二種

木材、家具、木質建材及び中間

品の輸入業務、販売業務
木材製品部

合板、単板積層材、集成材、

テーブル、椅子、棚板、単層フ

ローリング、複合フローリング、

造作材、ひき板

2019年7月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0048 株式会社すまい工房
熊本県熊本市中央区水

前寺1-5-10 2F
第二種 建築又は建設 株式会社すまい工房 構造材、羽柄材

2019年7月30日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0049 有限会社上林建設
熊本県熊本市北区龍田

7-25-41
第二種 建築又は建設 有限会社上林建設

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2019年7月31日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0050 株式会社ザイエンス
東京都千代田区丸の内

2-3-2
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売

関東工場(エクステリア部門、ラン

バー部門)、室蘭製造所(景観エクステ

リア部門、ランバー部門)、大阪製

造所(景観エクステリア部門、ラン

バー部門)、広島製造所(景観エクステ

リア部門、ランバー部門)

スギ、ヒノキ、丸太、ひき板、角

材、合板、集成材

2019年8月1日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 178 株式会社リンケン
山口県山口市陶1166

番地
第一種、第二種

木材等の製造、加工、販売、フ

ローリングの製造・販売、建設・

建築

本社工場

丸太、ひき板、集成材、構造用

集成材、直交集成材、構造材、

造作材、羽柄材、フローリング

2019年8月1日 JTCCM - CLW - Ⅱ 19002
株式会社三越伊勢丹プロパ

ティ・デザイン

東京都新宿区西新宿3-

2-5

三越伊勢丹西新宿ビル

7階/9階

第二種 木材等の加工・販売 本社、六郷工場
椅子、机、収納用什器、ベッドフ

レーム

2019年8月2日 JPIC - CLW - Ⅰ 179 株式会社北桑木材センター
京都府京都市右京区京

北下弓削町井下８
第一種 木材等の販売 本社 丸太

2019年8月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 180 株式会社かつら木材商店

和歌山県西牟婁郡すさ

み町周参見3719番地

の5

第二種 木材等の製造、販売 株式会社かつら木材商店 ひき板、角材

2019年8月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 181 新秋木工業株式会社
東京都文京区本郷1 丁

目25番5号
第二種

丸太の購入、単板の購入、合板

の製造・出荷
秋田工場 丸太、単板、合板
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2019年8月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 182 後藤木材株式会社
岐阜県岐阜市大倉町12

番地
第二種

木材等の製造、販売、建設、建

築
床・内外装工事部、マイウッド圧密事業部

ひき板、角材、合板、集成材、直

交集成板、フローリング

2019年8月5日 JPIC - CLW - Ⅰ 183 株式会社よつばフォレスト
北海道稚内市大字声問

村字曲淵5479番地1
第一種 木材等の販売 本社事務所 丸太

2019年8月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 30 肥後木材株式会社
熊本県熊本市東区平山

町2986番地11
第一種、第二種 木材の加工及び販売 肥後木材株式会社本店、人吉支店

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年8月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 31 株式会社門脇木材
秋田県仙北市田沢湖卒

田字柴倉135番地
第一種、第二種 木材の加工および販売

門脇木材株式会社本店、協和工場、男鹿工

場

丸太、ひき板、角材、チップ、小

片

2019年8月13日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0051 兼松サステック株式会社
東京都中央区日本橋浜

町3-3-2
第二種 木材の加工・販売

東北工場、茨城工場、関西工場、岡山工場、

東日本営業課、西日本営業課、営業推進課

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材

2019年8月28日 JPIC - CLW - Ⅱ 184 株式会社マルナカ
三重県松阪市嬉野津屋

城町168番地
第二種

木材等の製造、加工、販売、フ

ローリングの製造・販売
株式会社マルナカ

丸太、ひき板、角材、フローリン

グ

2019年8月28日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0052 有限会社シガオータランバー
滋賀県近江八幡市末広

町13
第二種 木材の販売 有限会社シガオータランバー

角材、合板、集成材、フローリン

グ

2019年9月2日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0053 株式会社サトー住販
山形県寒河江市大字柴

橋1454-10
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
株式会社サトー住販 製材、合板、集成材

2019年9月2日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0054 株式会社エバーフィールド
熊本県熊本市南区城南

町舞原195-22
第二種 建築又は建設 株式会社エバーフィールド

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2019年9月3日 JPIC - CLW - Ⅰ 185 株式会社柴田産業
岩手県二戸郡一戸町鳥

越字上野平17
第一種

木材等の購入、木材等の製造、

加工、販売、チップ製造・販売

株式会社柴田産業山林部門、製材工場、

チップ工場
丸太、構造材、チップ

2019年9月9日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0055 秋山木材産業株式会社
千葉県習志野市東習志

野6-16-31
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
本社、島田台営業所、リファイン習志野

構造材、羽柄材、構造用合板、

サイディングボード、ひき板、角

材、合板

2019年9月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 186 有限会社原建設
広島県呉市広中迫町1-

6
第二種 建設・建築 有限会社原建設

ひき板(木製塀)、造作材、羽柄

材、構造材、構造用合板、フロー

リング、小片、造作材、羽柄材、

机、テーブル

2019年9月13日 日林協 - CLW - Ⅰ 14
ノースジャパン素材流通協同組

合

岩手県盛岡市菜園一丁

目3番6号
第一種 木材の販売 ノースジャパン素材流通協同組合 丸太
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2019年9月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 187 株式会社明昇進開発
愛知県高浜市沢渡町4

丁目1番地15
第二種

木材等の販売、建設・建築、チッ

プ販売、家具の販売
本社

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材、

直交集成板、木質ペレット、チッ

プ、小片、構造材、構造用合板、

構造用集成材、梁、柱、椅子、

机、テーブル、カウンター、台、

棚、収納用じゅう器、システム収

納、玄関収納、クローゼット内収

納ユニット、ロッカー、小型の収

納、ワゴン、キャビネット、戸棚、

タンスローパーティション、傘立

て、掲示板、黒板、ホワイトボー

ド、ベッドフレーム、フローリン

グ、木質系セメント板、サイディン

グボード

2019年9月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 188 株式会社奥建設
北海道夕張郡長沼町東

1線北15番地
第二種 建設・建築 本社

集成材、構造材、造作材、羽柄

材、構造用合板、構造用集成

材、梁、柱、システム収納、玄関

収納、クローゼット内部収納ユ

ニット、フローリング(複合フロー

リング)

2019年9月18日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19007
三井ホームコンポーネント株式

会社

東京都中央区日本橋本

町1-7-2 ユニゾ江戸橋

ビル5階

第一種、第二種 木材の加工、輸入及び販売

第一種…輸入事業室

第二種…輸入事業室、生産事業本部、開発

営業本部

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2019年9月19日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 11 丸善木材株式会社
北海道釧路郡釧路町桂

4丁目15番地
第一種、第二種

木材の加工、輸入、販売、建築、

建設
釧路本社工場、茶内事業所、札幌工場 丸太、ひき板、角材、集成材

2019年9月24日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0056 有限会社ABCガーデンズ
群馬県高崎市乗附町

1196
第二種 建築又は建設 有限会社ABCガーデンズ スギ、ヒノキ

2019年9月24日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 32 株式会社曽我木材工業
岐阜県恵那市長島町永

田175番地の3
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社曽我木材工業

ひき板、角材、突き板、合板、単

板積層材、集成材

2019年9月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0057 昭和住宅株式会社
福岡県大牟田市不知火

町2丁目-7-6
第二種 建築又は建設 昭和住宅株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2019年9月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0058 株式会社吉条木材商会
東京都江東区新木場3-

7-4
第二種 木材の販売 株式会社吉条木材商会

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材

2019年9月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0059 協同組合いわき材加工センター
福島県いわき市勿来町

窪田道作33
第二種 木材の加工・販売 勿来工場、小川工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、チップ

2019年9月26日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0060 株式会社荒川材木店
福島県いわき市勿来町

酒井北境1
第二種 木材の加工・販売 本社工場、道作工場 丸太、ひき板、角材、チップ

2019年9月30日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 190 株式会社サイプレス・スナダヤ
愛媛県西条市小松町新

屋敷甲1171番地1
第一種、第二種

木材等の購入、木材等の製造、

販売
本社工場、東予インダストリアルパーク工場

丸太、ひき板、角材、集成材、直

交集成板、構造材、構造用集成

材、柱、チップ

2019年10月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 191 株式会社沼澤工務店
山形県新庄市十日町

6397-17
第二種 木材等の加工、建設・建築 株式会社沼澤工務店

構造材、造作材、羽柄材、構造

用集成材、柱、フローリング

2019年10月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 192 オオカワSEIZAI株式会社
愛知県豊橋市神野新田

町字ヨノ割52-1
第二種

木材等の製造、加工、販売、出

荷、建設・建築
本社

構造材、造作材、羽柄材、集成

材
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2019年10月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 193 株式会社スガノ
広島県広島市南区大州

一丁目9番22号
第二種

木材等の製造、販売、建設・建

築
営業部、東部プレカット工場 角材、構造材

2019年10月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 194 株式会社栗田商店
兵庫県丹波市氷上町石

生263
第二種 木材等の製造、出荷 本社工場 集成材

2019年10月17日 日林協 - CLW - Ⅱ 11 株式会社山木商行
岐阜県岐阜市西鶉一丁

目62番地の1
第二種 木材の加工および販売 株式会社山木商行

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2019年10月21日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 12 上坂木材株式会社
北海道上川郡東川町北

町12丁目26番地1
第一種、第二種 木材の加工、販売

素材部、営業部、製材工場、集成材工場、札

幌営業所
丸太、ひき板、角材、集成材

2019年10月21日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 13 株式会社よつばハウジング
北海道稚内市声問4丁

目30番地14号
第一種、第二種 木材の加工、販売 製材工場、プレカット工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、構造材、羽柄材

2019年10月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0061 有限会社坂田製材所
熊本県上益城郡御船町

木倉184
第二種 木材の加工・販売 有限会社坂田製材所 ひき板、角材

2019年10月24日 JTCCM - CLW - Ⅰ 19003 飛驒産業株式会社
岐阜県高山市漆垣内町

3180
第一種 木材等の加工 上宝工場 丸太

2019年11月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 195 株式会社龍建設
高知県高知市高見町

192番地22
第二種 建設・建築 住宅・建築事業部 直交集成板

2019年11月12日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 14 丸髙産業株式会社
北海道紋別郡遠軽町丸

瀬布天神町54番地
第一種、第二種 木材の加工、販売 丸髙産業株式会社製材工場 丸太、ひき板、角材

2019年11月13日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 196 株式会社ウッティかわい
岩手県宮古市川井第6

地割35番地
第一種、第二種

製材及び集成材の製造、販売、

木質バイオマス発電
本社工場、蟹岡工場、区界発電所 丸太、ひき板、集成材、チップ

2019年11月28日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0062 悳栄建設株式会社
群馬県高崎市倉賀野町

155
第二種 建築又は建設 悳栄建設株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2019年12月3日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 197 宇敷木材工業株式会社
群馬県沼田市清水町

4308番地
第一種、第二種

木材等の購入、販売、チップ製

造・販売、プレカット加工及び販

売、家具の販売

本社工場、本社営業部、玉村営業所、高崎

営業所、プレカット工場

丸太、ひき板、角材、チップ、合

板、単板積層材、集成材、直交

集成材、構造材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、テーブ

ル、カウンター、台

2019年12月3日 日林協 - CLW - Ⅰ 15 株式会社アラカイ

福島県南会津郡南会津

町川島字土橋1205番

地

第一種 木材の販売 株式会社アラカイ 丸太、チップ

2019年12月23日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 198 株式会社北洲
岩手県北上市北鬼柳

23-61-1
第一種、第二種

木材等の輸入、建材・工事販

売、木材等の製造・出荷

購買部、建設・資材事業部 盛岡支店、建設・

資材事業部 県南支店、建設・資材事業部 仙

台支店、建設・資材事業部 生産部 躯体工

場、ハウジング事業部 生産部 岩手工場、ハ

ウジング事業部 生産部 仙台工場

ひき板、角材、合板、集成材、フ

ローリング

2019年12月25日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 199 株式会社テーオーフローリング
東京都練馬区高野台2-

26-5
第一種、第二種

木材等の輸入、フローリングの

販売・施工、木材等の購入

株式会社テーオーフローリング夕張工場、札

幌支店、仙台支店青森営業所、仙台支店、

東京支店、埼玉支店、名古屋営業所、大阪

支店、大阪支店九州営業所

ひき板、フローリング(複合・単層

フローリング)
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2020年1月10日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0063 原田木材株式会社
熊本県熊本市東区平山

町2985-1
第二種 木材の加工・販売 本社、流通資材部 角材、合板、集成材

2020年1月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 200 株式会社吉銘
奈良県吉野郡下市町新

住1118
第二種

木材等の製造、加工、販売、木

質ペレット等の製造、販売、プレ

カット加工及び販売

新住工場、田原本工場、五條工場、特販部、

札幌支店、福岡営業所、直販部

ひき板、集成材、単板積層材、

木質ペレット

2020年1月22日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0064 大森木材株式会社
愛知県名古屋市南区桜

本町35
第二種 木材の加工・販売

本社、津島事業所(津島工場)、新城事業所

(新城工場)、京都営業所
ひき板、角材、合板、集成材

2020年1月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0065 株式会社タカショー
和歌山県海南市南赤坂

20-1
第二種 木材の販売 プロユース企画部、商品部、物流部 ひき板

2020年1月29日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 201 株式会社林田順平商店
大阪府堺市美原区木材

通4-6-13
第一種、第二種 木材等の輸入、販売 美原営業所、東京営業所

ひき板、集成材、構造用合板、

造作材、羽柄材

2020年2月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0066 有限会社西本建設 岡山県真庭市惣49-1 第二種 建築又は建設 有限会社西本建設
構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年2月7日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 202 株式会社中山源太郎商店
徳島県徳島市津田海岸

町2-8
第一種、第二種 木材等の輸入、販売 保存木材事業部 構造材

2020年2月12日 日林協 - CLW - Ⅱ 12 木曽官材市売協同組合
長野県木曽郡上松町正

島町二丁目45番地
第二種 木材の販売

本部事務所、萩原事務所、坂下事務所、や

ぶ原土場
丸太

2020年2月25日 JPIC - CLW - Ⅱ 203 堀正製材・建設
宮崎県北諸県郡三股町

宮村2930-6
第二種

木材等の加工、販売、建設・建

築
堀正製材・建設

ひき板、角材、チップ、小片、構

造材

2020年2月28日 JPIC - CLW - Ⅱ 204 株式会社田中材木店
熊本県熊本市中央区琴

平2丁目4番10号
第二種

木材等の販売、プレカット、フ

ローリング・壁板等の製造、建築
営業部、プレカット事業部、中央木材部

ひき板、単板積層材、構造材、

造作材、羽柄材、構造用合板、

構造用集成材、フローリング

2020年3月2日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 15 株式会社コマバ
北海道河東郡音更町駒

場南2条通2番地
第一種、第二種 木材の加工、販売 駒場製材工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2020年3月4日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0067 清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁

目16-1
第二種 家具の製造・販売 建築総本部東京木工場 ひき板、棚

2020年3月5日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 205 建壱
岐阜県恵那市大井町

1284-2-202
第一種、第二種

木材等の製造、加工、販売、建

設・建築
建壱 丸太、構造材

2020年3月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 206 株式会社岸田
富山県氷見市十二町万

尾前247-1
第二種 木材等の製造、加工、販売 本社、営業所

丸太、ひき板、角材、構造材、造

作材、羽柄材、チップ

2020年3月10日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 33 株式会社トーア
宮崎県都城市早水町

4500番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社トーア 丸太、角材

2020年3月10日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 34 株式会社堀川林業
秋田県仙北市田沢湖生

保内字下高野61番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社堀川林業、田沢湖工場 丸太、チップ
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2020年3月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0068 株式会社シー・エス・ランバー
千葉県千葉市花見川区

幕張本郷一丁目16-3
第二種 木材の加工(プレカット)・販売 東金工場、山武工場

角材、合板、単板積層材、集成

材

2020年3月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0069 株式会社シー・エス・マテリアル
千葉県東金市油井

1091-1
第二種 木材の加工(プレカット)・販売 株式会社シー・エス・マテリアル

角材、合板、単板積層材、集成

材

2020年3月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0070 株式会社シー・エス・ホーム
千葉県千葉市稲毛区長

沼原町283-3
第二種 建築又は建設 株式会社シー・エス・ホーム 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年3月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 207 有限会社川井林業
岩手県宮古市川井第2

地割2番地
第二種

木材の購入、販売、木材の加

工・販売
本社工場、雫石工場

丸太、ひき板、集成材、チップ、

造作材

2020年3月17日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0071 東工業株式会社
富山県氷見市柳田

1255-4
第二種 建築又は建設 東工業株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年3月31日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 208 竹広林業株式会社
神奈川県小田原市寿町

3-1-39
第一種、第二種

木材等の購入・製造・出荷・販

売、建設・建築
資材部(製材含む)、建設部

丸太、ひき板、合板、単板積層

材、集成材、直交集成板、構造

材、造作材、羽柄材、構造用合

板、構造用集成材、梁、柱

2020年4月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0072 島﨑木材株式会社
埼玉県行田市桜町1-

22-14
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
本社、寄居工場、行田工場

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板、角材、合板、集成材

2020年4月1日 JIA - CLW - Ⅰ 20001 森林資源開発株式会社

神奈川県横浜市南区宮

元町三丁目51番地 タカ

ハルビル6階

第一種 木材の販売 森林資源開発株式会社 丸太

2020年4月1日 JIA - CLW - Ⅱ 20002 有限会社丸和製材所
福井県敦賀市莇生野

73-1-1
第二種 木材の製造、加工及び販売 有限会社丸和製材所 ひき板及び角材

2020年4月2日 JIA - CLW - Ⅰ,Ⅱ 20003 株式会社伊万里木材市場
佐賀県伊万里市山代町

楠久津145番地30
第一種、第二種 木材の販売

素材部素材課、製品部製品商材課、福岡営

業所素材課、大分営業所素材課、九州営業

所素材課

丸太、ひき板、角材、単板、突

板、合板、単板積層材及び集成

材

2020年4月3日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 209 株式会社オノダ
岩手県奥州市水沢真城

字北舘17番地
第一種、第二種

木材等の購入・販売、木材等の

製造・出荷、建設・建築
本社工場、住宅事業部

丸太、ひき板、角材、合板、構

造材、羽柄材、柱、梁、チップ

2020年4月3日 北林検 - CLW - Ⅱ 16 株式会社菅原通商
北海道苫小牧市新富町

2丁目12番7号
第二種 木材の加工、販売 錦岡工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2020年4月15日 JPIC - CLW - Ⅱ 210 有限会社アフコジャパン

大阪府大阪市住之江区

北加賀屋3丁目2番18

号

第二種
木材等の購入・販売、木材等の

製造、加工、出荷
本社、南加賀屋工場

突き板、単板、合板、集成材、

構造材、カウンター

2020年4月15日 JPIC - CLW - Ⅱ 211 有限会社テクスター
兵庫県姫路市山田町多

田306
第二種 建設・建築 工事部 合板、構造材、造作材

2020年4月22日 JPIC - CLW - Ⅱ 212 なかむら建設株式会社
三重県伊勢市中須町

609番地
第二種 建設・建築 本部

ひき板、集成材、直交集成板、

構造用合板、フローリング、製材

2020年4月23日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 17 株式会社神野木工場
北海道広尾郡広尾町錦

通南2丁目69番地
第一種、第二種 木材の加工、販売 本社工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材
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2020年4月27日 日林協 - CLW - Ⅱ 13 ヤマガタヤ産業株式会社
岐阜県羽島郡岐南町み

やまち一丁目3番地
第二種 木材の加工および販売

ヤマガタヤ産業株式会社、西濃店、愛知店、

郡上店
角材、合板

2020年4月28日 日林協 - CLW - Ⅱ 14 株式会社もくさん
徳島県勝浦郡上勝町大

字福原字下日浦7番地1
第二種 木材の加工および販売 株式会社もくさん 丸太、ひき板、角材、単板

2020年4月28日 日林協 - CLW - Ⅰ 16 福留木材
鹿児島県曽於市財部町

南俣1769
第一種 木材の加工および販売 福留木材 丸太、ひき板、角材、単板

2020年4月30日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0073 YK建物株式会社
群馬県伊勢崎市下触町

841-2
第二種 建築又は建設 YK建物株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年5月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 36 三好西部森林組合
徳島県三好市山城町西

字1216番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 三好西部森林組合、第一工場、第二工場 丸太、ひき板、角材、チップ

2020年5月11日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0074 天城屋株式会社
埼玉県児玉郡上里町大

字七本木3611-3
第二種 建築又は建設 天城屋株式会社 構造材

2020年5月11日 日林協 - CLW - Ⅱ 15 有限会社 基信
岐阜県揖斐郡池田町田

畑702番地5
第二種 木材の加工および販売 有限会社 基信

角材、合板、単板積層材、集成

材

2020年5月11日 JTCCM - CLW - Ⅱ 20001 山壁産業株式会社
福井県鯖江市神中町1

丁目30
第二種 木材等の製造、加工及び販売 第2工場 木材、合板

2020年5月13日 日林協 - CLW - Ⅱ 16 株式会社 菱元屋
新潟県妙高市国賀1丁

目2番7号
第二種 木材の加工および販売 株式会社 菱元屋

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材

2020年5月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 213 株式会社 坂詰製材所
新潟県阿賀野市保田

3858
第一種、第二種

木材等の購入・販売・製造・加

工・販売、プレカット加工及び販

売、建設・建築

林業部、製材部、プレカット部、建築部
丸太、角材、合板、集成材、構造

材、構造用合板、構造用集成材

2020年5月20日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0075 株式会社崎山組
奈良県橿原市南八木町

2丁目3-35
第二種 建築又は建設 株式会社崎山組

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年5月20日 日林協 - CLW - Ⅱ 17 ICHI 株式会社
大阪府大阪市住之江区

安立四丁目6番16号
第二種 木材の加工および販売 ICHI 株式会社 丸太、ひき板、角材

2020年5月25日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0076 株式会社ウッディ・ヒロ
兵庫県たつの市神岡町

入野866-1
第二種 木材の販売 株式会社ウッディ・ヒロ 丸太、ひき板、角材、合板

2020年5月25日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0077 株式会社なのはなハウジング
千葉県千葉市稲毛区長

沼原町283-3
第二種 建築又は建設 株式会社なのはなハウジング 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年5月26日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 214 ホリモク株式会社
京都府城陽市市辺五島

84-2
第一種、第二種

木材等の購入、木材等の製造・

加工・販売、建設・建築、プレカッ

ト加工及び販売、家具の製造、

販売

本社工場

丸太、構造材、造作材、羽柄材、

梁、柱、フローリング、机、収納

用什器、ローパーテーション、掲

示板、椅子

2020年5月28日 日林協 - CLW - Ⅱ 18 株式会社 有薗
鹿児島県鹿児島市谷山

港一丁目3番36号
第二種 木材の加工および販売 株式会社 有薗、株式会社 有薗川辺支店 ひき板、角材、集成材
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2020年5月29日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0078 株式会社西尾組
宮崎県宮崎市神宮東1

丁目8-13
第二種 建築又は建設 株式会社西尾組 構造材、羽柄材

2020年6月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0079 株式会社ダイテック
福島県いわき市小川町

下小川字広畑167
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
株式会社ダイテック

構造材、羽柄材、構造用合板、

丸太、ひき板、角材、単板、突き

板、合板、単板積層材、集成材

2020年6月2日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0080 芦沢建築工房
静岡県静岡市葵区古庄

4丁目12-32
第二種 建築又は建設 芦沢建築工房

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年6月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 215 加藤木材産業株式会社
静岡県静岡市清水区西

久保一丁目10番2号
第二種 木材等の販売、製造、加工

本社、本社工場、袖師第一工場、袖師第二

工場
ひき板、造作材、フローリング

2020年6月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 216 株式会社 カシマ住宅
静岡県静岡市清水区西

久保一丁目6番14号
第二種 建設・建築 本社 ひき板、造作材、フローリング

2020年6月4日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 37 株式会社 神山商店
栃木県下野市花の木一

丁目1番21号
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社 神山商店

丸太、ひき板、角材、単板、集成

材、チップ

2020年6月4日 日林協 - CLW - Ⅱ 19 東洋ハウス建材株式会社
埼玉県比企郡ときがわ

町大字日影250番地
第二種 木材の加工および販売 東洋ハウス建材株式会社 角材

2020年6月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0081 株式会社共和
静岡県富士宮市浅間町

12-15
第二種 木材の販売 株式会社共和 角材、合板、集成材

2020年6月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0082 株式会社共栄
静岡県富士宮市浅間町

12-15
第二種 建築又は建設、木材の販売 株式会社共栄

構造材、羽柄材、構造用合板、

角材、合板、集成材

2020年6月8日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 217 株式会社 ナナパシフィック
京都府亀岡市千歳町国

分後田22-1
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、販

売
株式会社 ナナパシフィック本社 ひき板、構造用集成材

2020年6月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 218 有限会社 宮里工務店
鹿児島県鹿児島市下福

元町3349-2
第二種 木材等の、建設・建築 有限会社宮里工務店 構造材

2020年6月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 38 有限会社 大谷製材所
徳島県三好市山城町下

川42番地3
第一種、第二種 木材の加工および販売 有限会社 大谷製材所 丸太、ひき板、角材、小片

2020年6月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 39 有限会社 倉地製材所
岐阜県下呂市萩原町羽

根408番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 有限会社 倉地製材所 丸太、ひき板、角材、チップ

2020年6月11日 JPIC - CLW - Ⅱ 219 株式会社 日新
鳥取県境港市西工業団

地100番地
第二種

木材等の購入、製造、加工、販

売、輸出

針葉樹工場、第二工場、四国工場、三重工

場

丸太、単板、合板、構造用合板、

コンクリート型枠用合板、表面加

工コンクリート型枠用合板、単板

積層材

2020年6月12日 JPIC - CLW - Ⅱ 220 辻井木材株式会社
京都府京都市中京区西

ノ京南聖町13番地
第二種

プレカット加工及び販売、木材等

の販売、建設・建築
舞鶴プレカット工場、向日町営業所

構造材(土台、床板、床根太、床

下張り)、羽柄材

2020年6月12日 日林協 - CLW - Ⅱ 20 有限会社 丸満産業
宮崎県日向市大字日知

屋字木原16333番地
第二種 木材の加工および販売 有限会社 丸満産業 ひき板、角材、集成材
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2020年6月12日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 40
株式会社 南薩木材加工セン

ター

鹿児島県南九州市川辺

町下山田4228番地
第一種、第二種 木材の加工および販売 株式会社 南薩木材加工センター 丸太、ひき板、角材

2020年6月15日 JPIC - CLW - Ⅱ 221 株式会社 ブルケン・ウエスト
福岡県宗像市徳重

546-1
第二種 木材等の販売、建設・建築

福岡営業所、北九州営業所、下関営業所、

朝倉営業所、宗像営業所、行橋営業所、大

分営業所、飯塚営業所、霧島営業所、鹿児

島営業所、鹿屋営業所、ダイコク霧島店、住

宅事業部、福岡住宅部、ブルケンKG支店

角材、合板、積層材、集成材、突

板、フローリング、カウンター、収

納用什器、玄関収納、キャビネッ

ト

2020年6月16日 JIA - CLW - Ⅱ 20004 大東建託株式会社

東京都港区港南二丁目

16番1号 品川イースト

ワンタワー

第二種

木材を使用して建築物その他の

工作物の建築、木材を使用して

建設をする事業

技術開発部　購買管理課 合板、単板積層材及び集成材

2020年6月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 222 図南木材株式会社
鹿児島県鹿児島市谷山

港1-2-4
第二種 木材等の加工、販売 本社工場 合板、構造材

2020年6月17日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0083 高陽ホームテクノ株式会社
香川県高松市林町6-

25
第二種 建築又は建設 高陽ホームテクノ株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年6月18日 JPIC - CLW - Ⅱ 223 株式会社 コバコー
群馬県沼田市利根町高

戸谷781
第二種

木材等の製造、加工、出荷、建

設・建築
株式会社 コバコー

丸太、ひき板、構造材(土台、床

板、床根太、床下張り)、造作材、

梁

2020年6月19日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0084 株式会社大和木材 栃木県日光市小代348 第二種
建築又は建設、木材の加工・販

売
株式会社大和木材

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板、角材

2020年6月22日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0085 前川建設株式会社
兵庫県加古川市野口町

良野1601
第二種 建築又は建設 前川建設株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2020年6月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0086 株式会社佐藤林業
熊本県熊本市東区平山

町2986-7
第二種 木材の加工・販売 本社、ログ事業部 ひき板、角材

2020年6月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0087 株式会社野崎材木店
香川県高松市川島本町

239
第二種 木材の加工・販売 株式会社野崎材木店

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2020年6月29日 JPIC - CLW - Ⅱ 224 河合製巧株式会社
愛知県名古屋市昭和区

村雲町2-1
第二種 木材等の購入・加工・販売 小牧工場、岐阜工場、関東事業所 フローリング

2020年6月29日 JPIC - CLW - Ⅱ 225 今太木材株式会社
島根県安来市安来町

2141
第二種 木材等の加工、販売、輸出 工場部

丸太、合板、製材、単板、角材、

突き板

2020年6月30日 JPIC - CLW - Ⅱ 226 株式会社 岡本銘木店
大阪府吹田市岸部北5

丁目32番1号
第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出、販売
三田工場

造用合板、構造用集成材、構造

材、羽柄材、梁、柱

2020年6月30日 JPIC - CLW - Ⅱ 227 株式会社 スマートガーデン
大阪府豊中市曽根東町

3-9-3-404
第二種 木材等の施工・販売 施工部 ひき板

2020年7月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0088 株式会社クロダ
長崎県諫早市栄田町

20-31
第二種

木材の加工・販売、建築又は建

設

プレカット事業部、流通センター、ハルクデザ

イン佐世保

角材、合板、構造材、羽柄材、フ

ローリング

2020年7月6日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0089 宏州建設株式会社
石川県金沢市駅西本町

1丁目3-15
第二種 建築又は建設 宏州建設株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング
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2020年7月6日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 41 ぎふ･木と森の協同組合
岐阜県岐阜市下鵜飼字

稲置1656-18
第一種、第二種 木材の加工および販売 ぎふ・木と森の協同組合

丸太、角材、合板、単板積層材、

集成材

2020年7月13日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0090 株式会社エコ・ビレッジ
福島県いわき市鹿島町

下矢田字榎木内5-1
第二種 建築又は建設 本社 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年7月13日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0091 株式会社すまいまもり
福島県いわき市鹿島町

久保字反町20-2
第二種 建築又は建設 株式会社すまいまもり 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年7月13日 北林検 - CLW - Ⅱ 18 三九建設株式会社
北海道北見市留辺蘂町

栄町38番地
第二種 建築、建設 三九建設株式会社本社、帯広支店 角材、合板、構造材、羽柄材

2020年7月14日 JPIC - CLW - Ⅱ 228 斉藤建設株式会社
鹿児島県鹿屋市田崎町

2214番地
第二種 建設・建築 斉藤建設株式会社 事務所

ひき板、角材、単板、突き板、合

板、単板積層板、集成材、直交

集成材、構造材、造作材、羽柄

材、構造用合板、構造用集成

材、梁、柱、フローリング、木質

系セメント板、サイディングボード

2020年7月21日 JPIC - CLW - Ⅱ 229 木村木材工業株式会社
埼玉県鴻巣市本町3-

8-37
第二種

木材等の購入・製造、加工、販

売、建設・建築
北本営業所

ひき板、角材、単板、突き板、合

板(天然木化粧合板)、合板(特殊

加工化粧合板)、合板(ポリ合

板)、合板(ランバーコアー合板)、

単板積層材、集成材、直交集成

板、製材、チップ、小片、構造

材、造作材、羽柄材、構造用合

板、構造用集成材、梁、柱

2020年7月22日 JPIC - CLW - Ⅱ 230 株式会社 かつら木材センター
京都府八幡市下奈良北

浦1-3
第二種

木材等の加工、販売、建築・建

設
本社 フローリング

2020年7月27日 JIA - CLW - Ⅱ 20005 日本住宅株式会社
岩手県盛岡市津志田中

央1-3-28
第二種 木材を使用して建設をする事業 東京本部技術本部

ひき板、角材、合板、単板積層

材及び集成材

2020年7月28日 JPIC - CLW - Ⅱ 231 株式会社 光プレカット
広島県呉市広多賀谷3-

1-1
第二種 木材等の購入、加工、出荷 株式会社 光プレカット

角材、合板、集成材、単板積層

材

2020年7月29日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 232 中国木材株式会社
広島県呉市広多賀谷3-

1-1
第一種、第二種

木材等の輸入、購入、製造、販

売、加工、出荷

本社、日向工場、伊万里事業所、東海事業

所、名古屋事業所、大阪事業所、東北セン

ター、東京センター、岡山センター、郷原工

場、北広島工場、宮の郷工場

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、単板積層材

2020年7月29日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 233 株式会社ダイリFPC
徳島県徳島市津田海岸

町3-77
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出、販売、、プレカット加工及び

販売、フローリングの製造・販

売、建設・建築

2x4事業部、建材部
構造材、構造用合板、造作材、

フローリング(単層フローリング)

2020年7月29日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0092 日興建設株式会社
宮崎県都城市丸谷町

4985
第二種 建築又は建設 日興建設株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年7月29日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0093 株式会社YOU企画
新潟県新潟市西蒲区前

田356-7
第二種 建築又は建設 株式会社YOU企画

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング
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2020年7月29日 日林協 - CLW - Ⅱ 21
長野森林資源利用事業協同組

合

長野県長野市中曽根

2188番地5
第二種 木材の加工および販売 長野森林資源利用事業協同組合 ひき板、角材

2020年7月30日 JPIC - CLW - Ⅱ 234 株式会社 東野材木店
大阪府大阪市住吉区苅

田8-7-20
第二種

木材等の製造、加工、販売、建

設・建築
株式会社 東野材木店 フローリング(単層フローリング)

2020年7月30日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 19 IWS株式会社
北海道札幌市南区真駒

内曙町4丁目10番10号
第一種、第二種

木材の加工、輸入、販売、建築、

建設
江別事務所、月形工場、旭川工場 ひき板、角材、合板、集成材

2020年8月3日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0094 株式会社高英
東京都江東区三好3丁

目2-25
第二種 木材の加工、販売 本社、秋田支店プレカット事業部、盛岡支店 ひき板、角材、合板、集成材

2020年8月4日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0095 有限会社河原崎住建
静岡県掛川市高田

891-6
第二種 建築又は建設 有限会社河原崎住建

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年8月6日 JPIC - CLW - Ⅱ 235 株式会社 永谷木材
京都府宇治市槙島町一

丁田8
第二種 木材等の購入・販売 株式会社 永谷木材

丸太、構造材、造作材、羽柄材、

柱、フローリング(単層フローリン

グ)

2020年8月11日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0096 愛和建設株式会社

神奈川県相模原市中央

区水郷田名4-10-1 ア

メニティータワー相模原

1F

第二種 建築又は建設 愛和建設株式会社
構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年8月11日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 42 南那珂森林組合
宮崎県串間市大字串間

2324番地1
第一種、第二種 木材の加工および販売 南那珂森林組合 丸太、ひき板、 角材

2020年8月17日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0097 滝口木材株式会社
福島県いわき市泉町滝

尻字亀石町2-28
第二種 木材の加工・販売 本社第二営業部

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材

2020年8月18日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 236 東神鋲螺工業株式会社
兵庫県神戸市中央区脇

浜町3丁目7番10号
第一種、第二種 木材等の購入、製造、販売 東神鋲螺工業株式会社 秋田工場 丸太、突き板、構造材

2020年8月19日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0098 クラシス株式会社
福井県鯖江市下河端町

1701
第二種 木材の加工・販売 クラシスプレカット工場 角材、集成材

2020年8月19日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0099 株式会社イトコー
愛知県豊川市諏訪西町

2-248
第二種 建築又は建設 株式会社イトコー 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年8月28日 JPIC - CLW - Ⅱ 237 株式会社 アルボカンパニー 石川県金沢市湊4-23 第二種
木材等の加工、販売、建築、建

設
本社工場、営業部

合板(ラワン合板)、合板(ポリ合

板)、構造材、集成材、ひき板(ヒ

ノキ)

2020年9月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 239 ウッドリンク株式会社
富山県射水市寺原塚

415
第二種 木材等の製造、加工、販売 住宅資材事業部、製材事業部

丸太、ひき板、製材品、構造用

製材品、構造用集成材、構造用

合板、集成材(幅はぎ材)

2020年9月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0100 株式会社平成建設
静岡県沼津市大岡

1540-1
第二種 建築又は建設 本社工事部 構造材

2020年9月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0101 株式会社ビッグウィル
徳島県三好郡東みよし

町昼間20-1
第二種 木材の加工・販売 本社、本社工場、昼間工場 突き板
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2020年9月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 240 青森プライウッド株式会社
青森県上北郡六戸町金

矢三丁目2番地1
第二種 単板積層材等の製造・出荷 青森プライウッド株式会社 LVL工場 丸太、単板、単板積層材

2020年9月3日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 241 合資会社 髙梨製材所
秋田県大仙市高梨字田

茂木65
第一種、第二種

木材等の購入、加工、販売、建

設・建築
製材部

丸太、角材、ひき板、単板、突き

板、合板、合板(ランバーコアー

合板)、集成材、単板積層材、直

交集成板、構造材、造作材、羽

柄材、フローリング

2020年9月9日 JIA - CLW - Ⅱ 20006 日本都市開発株式会社
岩手県盛岡市津志田中

央1丁目3-28
第二種

木材の加工、木材を使用して建

設をする事業
白河事業所 パネル生産部

ひき板、角材、合板、単板積層

材及び集成材

2020年9月17日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 242 津田産業株式会社
大阪府大阪市住之江区

平林南1-8-19
第一種、第二種

木材等の輸入・販売、自社林伐

採・立木入札・販売、プレカット加

工及び販売、建築・請負

住宅資材本部、海外業務室、山林部、ツダモ

ク大阪営業所、ツダモク東京営業所、ツダモ

ク名古屋営業所、ツダモク福岡営業所、大阪

住宅資材部、名古屋住宅資材部、九州住宅

資材部、大阪住宅建築部、東京住宅建築

部、名古屋住宅建築部、九州住宅建築部、

大阪建材営業所、鳥飼営業所、兵庫営業

所、東京建材営業所、西東京営業所、名古

屋建材部、三河営業所、広島建材営業所、

九州建材部

丸太、製材、合板、集成材、単板

積層、構造用集成材、フローリン

グ、構造材、羽柄材、造作材

2020年9月25日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0102 株式会社 STYLE FACTORY
静岡県浜松市中区早出

町224-4
第二種 建築又は建設 株式会社 STYLE FACTORY

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2020年10月2日 JIA - CLW - Ⅱ 20007 株式会社マルダイ
静岡県富士市大淵

2410-1
第二種 木材等の加工及び販売 株式会社マルダイ

ひき板、角材、合板、単板積層

材及び集成材

2020年10月7日 日林協 - CLW - Ⅱ 22
株式会社 タグチ木材建材セン

ター

鹿児島県曽於市財部町

南俣160番地
第二種 木材の加工および販売 株式会社 タグチ木材建材センター 角材

2020年10月16日 日林協 - CLW - Ⅱ 23 有限会社 なかにし
青森県五所川原市金木

町芦野365番地384
第二種 木材の加工および販売 有限会社 なかにし、七戸営業所

丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材

2020年10月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0103 株式会社山全
徳島県三好市池田町白

地井ノ久保929-2
第二種 建築又は建設 株式会社山全 構造材、羽柄材、構造用合板

2020年10月28日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 243 みはし株式会社
埼玉県和光市白子3丁

目26番43号
第一種、第二種

木材等の購入、輸入、販売、製

造、加工、建築・建設
本社、購買課、玉川工場 ひき板、集成材、カウンター

2020年10月30日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 244 有限会社 マルケイ
静岡県牧之原市細江

970-1
第一種、第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出、販売、建築・建設
本社工場

丸太、突き板、突き板(MDF基

材)、合板(天然木化粧合板)

2020年11月4日 JPIC - CLW - Ⅱ 245 株式会社 マルケイ
静岡県牧之原市細江

625-1
第二種 木材等の製造、加工、販売 本社 突き板

2020年11月18日 日林協 - CLW - Ⅱ 24 株式会社 ヤギサワ
栃木県日光市瀬尾252

番地
第二種 木材の加工および販売 株式会社 ヤギサワ ひき板、角材
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2020年11月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 246 大和ツキ板産業株式会社
広島県福山市御幸町中

津原1790-1
第二種

木材等の製造、加工、輸入、輸

出、販売
製造部

丸太、角材、突き板、単板、合板

(天然木化粧合板)、突き板(MDF

基材)、造作材、テーブル、棚、

収納用じゅう器

2020年11月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 247
株式会社 川合ランバーセン

ター

埼玉県朝霞市三原五丁

目20番21号
第二種

木材等の加工、販売、合板の二

次加工・販売
本社

角材、単板、合板、構造材、合板

(ポリ合板)、合板(ランバーコアー

合板)、構造用合板

2020年11月30日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 43 甲賀林材株式会社
滋賀県甲賀市水口町杣

中160番地
第一種、第二種 木材の加工および販売

甲賀林材株式会社、甲賀林材株式会社甲南

支社
丸太、角材、合板、集成材

2020年12月3日 JPIC - CLW - Ⅱ 248 越井木材工業株式会社

大阪府大阪市住之江区

平林北一丁目2番158

号

第二種 木材等の製造、販売、出荷

西日本木材防腐事業部本社、西日本木材防

腐事業部岸和田営業所、西日本木材防腐事

業部九州営業所、東日本木材防腐事業部、

SD事業部、プライメタル事業部岸和田アカシ

ア床板工場、プライメタル部本社工場、東京

出張所

ひき板、角材、合板、集成材、単

板積層材、構造用集成材、造作

材

2020年12月9日 JIA - CLW - Ⅱ 20008 中山リサイクル産業株式会社
福岡県糟屋郡須恵町大

字植木81-5
第二種 木材の加工及び販売

本社須恵工場、箱崎工場、佐賀工場、大分

工場、GP本匠、GP杵築、GP津奈木、GP築上

木質ペレット、チップ状又は小片

状の木材

2020年12月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0104 大和ハウス工業株式会社
大阪府大阪市北区梅田

3丁目3-5
第二種 建築又は建設 住宅事業本部事業統括部 構造材(集成材)

2021年1月7日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 249 三邦物産株式会社

東京都千代田区九段南

3-8-11 飛栄九段ビル6

階

第一種、第二種 木材等の輸入・販売 木材/合板部 合板

2021年1月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 250 株式会社 土山木協
滋賀県甲賀市土山町南

土山乙421-1
第二種

木材の購入、製材、販売、建築・

建設
製材加工事業部

丸太、製材、集成材、構造用合

板

2021年1月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 251 藤島木材工業株式会社
秋田県北秋田市綴子字

田中下モ31
第二種 木材等の購入、製造、出荷 藤島木材工業株式会社 丸太、集成材、製材、チップ

2021年1月13日 JPIC - CLW - Ⅱ 252 藤島林産株式会社
秋田県北秋田市綴子字

田中下モ31
第二種

木材等の購入、フローリングの

製造、販売、建築物の内装工事
藤島林産株式会社

合板、ひき板、突き板、フローリ

ング（複合フローリング）、（単層

フローリング）

2021年1月20日 北林検 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 20 北見第一木材株式会社
北海道北見市東相内町

675番地の3
第一種、第二種 木材の加工、販売 北見第一木材株式会社 丸太、ひき板、角材、集成材

2021年1月21日 JPIC - CLW - Ⅱ 253 新宮木造住宅協同組合
和歌山県新宮市あけぼ

の6番7号
第二種

プレカット加工及び販売、木材等

の加工、販売
プレカット部門、木材販売部門 角材、構造材、羽柄材

2021年1月21日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 254 ファーストウッド株式会社
福井県福井市川尻町第

40号126番地1
第一種、第二種

木材等の輸入、購入、販売、木

材等の製造・出荷・販売、家具

の製造・出荷、建設・建築

購買部、一般管理本部総務部経営企画課、

プレカット事業本部福井プレカット工場、集成

材事業本部福井集成材工場、プレカット事業

本部大野プレカット工場、集成材事業本部大

野集成材工場、集成材事業本部真岡集成材

工場、FWC部

丸太、ひき板、合板、集成材、単

板積層材、構造材、チップ、小

片、テーブル、イス、カウンター、

木質ペレット

2021年1月22日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0105 東陽住建株式会社
愛知県一宮市森本2丁

目2-12
第二種 建築又は建設 東陽住建株式会社 構造材
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2021年2月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0106 株式会社牧野産建
岩手県一関市大東町摺

沢字荒屋敷30-1
第二種 建築又は建設 株式会社牧野産建 構造材、羽柄材

2021年2月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 255 天理集成材株式会社
奈良県桜井市大字草川

69番地
第二種 木材等の製造・出荷 本社工場

ひき板、集成材、木質ペレット、

チップ

2021年2月8日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0107 株式会社Tree to Green
東京都渋谷区上原1丁

目30-2
第二種

建築又は建設、家具等の製造、

販売
キッズスペース事業部 フローリング、机(天板)

2021年2月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 44 小出チップ工業有限会社
栃木県那須塩原市東町

12番6号
第一種、第二種 木材の加工および販売

小出チップ工業有限会社、西那須野工場、大

田原工場
丸太、チップ

2021年2月17日 日林協 - CLW - Ⅱ 25 河井林産株式会社
岡山県津山市川崎

112-1
第二種 木材の加工および販売

河井林産株式会社グットウイル事業部、鏡野

工場
丸太、ひき板、角材、チップ

2021年3月3日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0108 株式会社ティー・シー・シー
岡山県岡山市北区本町

6-36
第二種 建設又は建築 建築部 構造材、羽柄材

2021年3月16日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 256 株式会社スンエン
静岡県島田市御請229

番地
第一種、第二種 木材等の加工・購入・販売 本社、関西支店、長浜営業所、千葉支店 丸太、ひき板、角材、集成材

2021年3月26日 JPIC - CLW - Ⅱ 257 株式会社ビッグハウス

宮崎県西諸県郡高原町

大字広原字荒迫4881-

18

第二種
木材等の輸入、加工・購入・販

売、製造、出荷
本社営業部、青山工場、広原工場

構造用集成材、単板積層材、構

造材

2021年3月29日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0109 ウイング株式会社
東京都江東区東陽2丁

目5-18
第二種 木材の加工・販売 白井工場、福岡工場、東北工場

角材、合板、単板積層材、集成

材

2021年4月1日 北林検 - CLW - Ⅱ 21 株式会社ニッショウ
北海道赤平市字赤平

581番地
第二種 木材の加工、販売 共和工場 ひき板、角材、合板、集成材

2021年4月1日 北林検 - CLW - Ⅱ 22 株式会社ニヘイ
北海道札幌市西区宮の

沢1条1丁目1番30号
第二種 木材の加工、販売、建築、建設

株式会社ニヘイ

旭川支店

伊達支店

ひき板、角材、突き板、合板、単

板積層材、集成材、構造材、羽

柄材

2021年4月13日 日林協 - CLW - Ⅱ 26 桜井木材建築株式会社
新潟県南区上下諏訪木

107番地第1
第二種 木材の加工および販売 桜井木材建築株式会社 丸太、ひき板、角材

2021年4月28日 日林協 - CLW - Ⅱ 27 有限会社　武蔵野林業
埼玉県北本市中丸二丁

目285番地
第二種 木材の加工および販売

有限会社武蔵野林業、有限会社武蔵野林業

鴻巣

丸太、ひき板、角材、合板、集成

材、チップ、小片

2021年4月30日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0110 株式会社ビルドアート
神奈川県相模原市南区

相模大野5-29-15
第二種 建築又は建設 本社、横浜支店 構造材、羽柄材、構造用合板

2021年5月11日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0111 瀬戸建設株式会社
神奈川県小田原市久野

2267
第二種 建築又は建設 本社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボード

2021年5月20日 日林協 - CLW - Ⅱ 28 南九州木材市場株式会社
宮崎県宮崎市高岡町上

倉永2518番地
第二種 木材の加工および販売 南九州木材市場株式会社、 ひき板、角材、合板、集成材

2021年5月24日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0112 スターツCAM株式会社

東京都中央区日本橋3-

4-10スターツ八重洲中

央ビル6階

第二種 建築又は建設 スターツCAM㈱工務部 構造材、羽柄材、構造用合板
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2021年6月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0113 みづほ工業株式会社
石川県金沢市八日市5-

562
第二種 建築又は建設 みづほ工業株式会社 構造材、羽柄材、構造用合板

2021年6月7日 日林協 - CLW - Ⅱ 29 株式会社　甲賀チップ
滋賀県甲賀市土山町南

土山甲1118番地29
第二種 木材の加工および販売 株式会社　甲賀チップ 丸太

2021年6月8日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0114 株式会社戸田工務店
愛知県新城市宮ノ後

16-1
第二種 木材の加工・販売 株式会社戸田工務店本社、八束穂作業場 丸太、角材、単板、突き板

2021年6月8日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0115 株式会社ケーティアイ建設工業
大阪府大阪市淀川区新

高3丁目8-7
第二種 建築又は建設 株式会社ケーティアイ建設工業 製材、集成材、合板

2021年6月8日 JIA - CLW Ⅰ,Ⅱ 21001 キプロ株式会社
岡山県井原市七日市町

125
第一種、第二種 木材の加工、輸入、販売 本社、いずえ工場

ひき板、角材、単板、突板、合

板、単板積層材及び集成材

2021年6月9日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 258
JFE商事株式会社　第二原料本

部　　バイオマス燃料部

東京都千代田区大手町

1丁目9番5号大手町フィ

ナンシャルシティノース

タワー

第一種、第二種 木材等の輸入・販売 バイオマス燃料部 木質ペレット

2021年6月10日 日林協 - CLW - Ⅱ 30 株式会社　市川屋
神奈川県厚木市七沢

305番地
第二種 木材の加工および販売 株式会社　市川屋 ひき板、角材、小片

2021年6月15日 日林協 - CLW - Ⅱ 31 山栄林業株式会社
佐賀県佐賀市北川副町

大字光法1675番地8
第二種 木材の加工および販売 山栄林業株式会社 丸太、ひき板、角材

2021年6月17日 JPIC - CLW - Ⅱ 259 株式会社ワイズ
愛知県一宮市大毛上川

田２
第二種 木造建築物の建設 株式会社ワイズ

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、梁、柱

2021年6月24日 JPIC - CLW - Ⅱ 260 大倉工業株式会社
香川県丸亀市中津町

1515番地
第二種 木材等の加工、販売 詫間工場 合板

2021年6月24日 日林協 - CLW - Ⅰ 17 中央森林組合
山梨県甲府市住吉一丁

目2番19号
第一種 木材の加工、販売 中央森林組合 丸太

2021年7月1日 JPIC - CLW - Ⅱ 261 山崎建設株式会社
広島県福山市霞町3丁

目2-23
第二種 木造建築物の建設・建築 箕沖事務所

角材、単板、突き板、集成材、製

材、構造材、造作材、羽柄材、構

造材（面材、軸材）、構造材（土

台、床板、床根太、床下張り）、

構造用合板、構造用集成材、

梁、柱、ひき板（木塀）、ひき板

（ウッドデッキ）

2021年7月9日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 262 ニチカ株式会社
静岡県浜松市西区馬郡

町4706-1
第一種、第二種 木材等の加工、販売 ニチカ株式会社

フローリング（単層フローリング）,

フローリング（複合フローリン

グ）、造作材

2021年7月14日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0116 株式会社壱意
長野県安曇野市穂高柏

原3318-5
第二種 建築又は建設 株式会社壱意

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2021年7月16日 JPIC - CLW - Ⅱ 263 株式会社 甲斐木工
兵庫県豊岡市新堂5番

地の1
第二種 家具の製造、出荷 本社工場 収納用什器、台
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2021年7月20日 JPIC - CLW - Ⅱ 264 株式会社板倉重機
島根県出雲市江田町

268-2
第二種

丸太購入、木材等の購入、製

造、加工、販売、建築、建設
長浜木材センター、本社

丸太、角材、構造材、羽柄材、ひ

き板（ウッドデッキ）、ひき板（木

塀）

2021年7月30日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 265 株式会社 篠原商店
東京都練馬区下石神井

5-13-2
第一種、第二種

木材等の輸入、販売、加工、出

荷、建設・建築
本社、埼玉児玉第１工場、埼玉児玉第２工場 構造材、造作材、羽柄材、合板

2021年8月17日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 266 木村物産株式会社
東京都江東区新木場2-

6-1
第一種、第二種

木材等及び家具の輸入、販売、

加工
営業部

ひき板（ウッドデッキ）、ラティス

フェンス、フローリング、集成材

2021年8月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 267 株式会社長谷川萬治商店
東京都江東区富岡2-

11-6
第一種、第二種 木材等の輸入・販売

東京事業部、建材事業部　館林事業所、仙

台支店

構造材、小片、構造材、羽柄材、

合板、造作材

2021年9月2日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0117 株式会社匠工務店
長崎県長崎市本原町13

番8号ラポール本原１Ｆ
第二種 建築又は建設 株式会社匠工務店 構造材、羽柄材

2021年9月9日 JPIC - CLW - Ⅱ 268 株式会社サイモクホーム
埼玉県大里郡寄居町大

字三ケ山３８９番５
第二種

プレカット加工・販売、木材等の

加工・販売
株式会社サイモクホーム

構造材、構造材、羽柄材、合板、

造作材

2021年9月15日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 269 株式会社江真トレーディング
愛知県知多市岡田美里

町15-2
第一種、第二種 木材等の輸入・販売 株式会社江真トレーディング 小片

2021年9月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0118 株式会社ティンバースケープ
東京都江東区新木場1-

7‐22新木場タワー6F
第二種 建築又は建設 建設事業部

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2021年10月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0119 山梨木材市場株式会社
山梨県富士吉田市上吉

田東5丁目12－41
第二種 建築又は建設、木材等の販売 山梨木材市場株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング、サイディングボー

ド、ひき板、角材

2021年11月4日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0120 株式会社エルビーシステム
神奈川県横浜市青葉区

すみよし台30-28
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
株式会社エルビーシステム木材部

ウッドデッキ材、

ひき板

2021年11月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 270 有限会社　渡部木工資材
秋田県大仙市豊岡字新

田85番地
第二種

木材等の購入・突き板（積層フ

リッチ）の製造・販売
渡部木工資材 ひき板、突き板

2021年11月11日 日林協 - CLW - Ⅰ 18 大北産業株式会社
茨城県北茨城市中郷町

松井1888
第一種 木材の加工、販売

大北産業株式会社

（松井製材工場、石岡チップ工場・大塚チップ

工場）

丸太、角材、チップ

2021年11月24日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 271 丸紅木材株式会社

大阪府大阪市中央区南

船場1-18-17商工中金

船場ビル13F

第一種、第二種 木材等の輸入・購入・販売 営業部

単板積層材、合板、丸太、ひき

板、角材、単板積層材、集成材、

合板、フローリング（単層フロー

リング）
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2021年12月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 272 有限会社トマト
福岡県大川市向島１７

６６番地
第二種

木材等の購入、製造、加工、販

売
本社工場、第二工場

突板、造作材、棚、テーブル、収

納什器、合板(天然木化粧合

板)、突板(MDF基材)、造作材

2021年12月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 273 福利産業株式会社
山口県下関市長府港町

7-71
第二種

木材等の購入、販売、建設、建

築
福利産業株式会社

構造材、羽柄材、ひき板、造作

材

2021年12月27日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0121 神山建設株式会社
栃木県下野市大松山1-

1-3
第二種 建築又は建設 神山建設株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板(腰羽目板)

2022年1月6日 JPIC - CLW - Ⅱ 274 原田化粧合板株式会社
広島県府中市高木町

229-1
第二種 木材等の購入、加工、販売 本社工場、南工場

突き板、単板積層材、造作材、

合板（天然木化粧合板）、突き板

（MDF基材）、柱、テーブル、カウ

ンター、棚、収納用じゅう器、ベッ

ドフレーム、角材、造作材、集成

材、合板（天然木化粧合板）、

テーブル、カウンター、棚、収納

用じゅう器、ベッドフレーム、角

材、集成材

2022年1月12日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0122 太洋木材株式会社
香川県高松市観光通2

丁目10-15
第二種 木材等の加工・販売 太洋木材株式会社郷東工場

ベイマツ(丸太、角材、ひき板)、

スギ・ヒノキ(丸太、角材、合板)

2022年1月18日 日林協 - CLW - Ⅰ 19 江与味製材株式会社
岡山県久米郡美咲町江

与味1133
第一種 木材の加工、販売 江与味製材株式会社（本社工場、久米工場） 丸太、ひき板、角材、チップ

2022年1月26日 JIA - CLW Ⅰ,Ⅱ 22001 住友商事株式会社
東京都千代田区大手町

二丁目3番2号
第一種、第二種 木材の輸入及び販売

第1種　バイオマス原燃料部、木材資源事業

部

第2種　バイオマス原燃料部：東京都千代田

区大手町二丁目3番2号

木質ペレット、チップ状又は小片

状の木材

2022年2月2日 JPIC - CLW - Ⅱ 275 株式会社 タカカツ建材
宮城県大崎市古川休塚

字新西田38-1
第二種

丸太購入、木材等の購入、製

造、加工、出荷、プレカット材の

販売

製材工場、プレカット工場、流通営業部
丸太、製材、集成材、構造用合

板、羽柄材、フローリング

2022年3月1日 日林協 - CLW Ⅰ,Ⅱ 45 株式会社　板越林業
鹿児島県曽於市財部町

北俣827-1
第一種、第二種 木材の加工、販売

株式会社　板越林業

（本社事務所、製材所、おがくず工場）
丸太、角材、チップ

2022年3月8日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 46 株式会社　栃毛木材工業
栃木県鹿沼市下永野

777番地
第一種、第二種 木材の加工、販売

株式会社　栃毛木材工業

山林部・建築部（本社）、製材部（粕尾工場）
丸太、ひき板、角材

2022年3月9日 JPIC - CLW - Ⅱ 276 株式会社セレックス
愛知県名古屋市西区宝

地町136
第二種 木材等の購入・加工・販売 岐阜西支店 造作材

2022年4月13日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0123 沢谷木材工業株式会社
東京都江戸川区西葛西

8丁目9番17号
第二種 木材の販売 沢谷木材工業株式会社　千葉 ひき板、角材、合板



40

部門、事業所等 木材等の種類 登録更新日事業の別住所初回登録日 登録木材関連事業者名登録番号

2022年4月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 277 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番地2
第一種、第二種

木材等の購入・加工・出荷、プレ

カット加工、建築・建設
住田工場、高田工場

丸太、構造用集成材、造作材、

羽柄材、ひき板、構造材（壁パネ

ル）、枠組材、木質ペレット、チッ

プ、フローリング、製材、単板積

層材、構造用合板、構造材

2022年4月20日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 278 成豊商事株式会社
山形県山形市嶋北二丁

目4番18号
第一種、第二種 木材等の輸入、販売 本社

製材、合板、集成材、フローリン

グ

2022年5月10日 JPIC - CLW - Ⅱ 279 株式会社ミヨシ産業
鳥取県米子市両三柳

2360-8
第二種 木材等の購入・加工・販売 プレカット工場、CLTプレカット工場

構造材、造作材、羽柄材、構造

用合板、構造用集成材、単板積

層材、直交集成板、サイディング

ボード、中間製品、机、フローリ

ング

2022年5月11日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0124 田辺工業株式会社
滋賀県長浜市東上坂町

1121番地
第二種

建築又は建設、木材の加工・販

売
田辺工業株式会社　製材工場

構造材、羽柄材、構造用合板、

ひき板、合板

2022年5月23日 JPIC - CLW - Ⅱ 280 小波内製材有限会社
秋田県仙北市西木町桧

木内字小波内382番地
第二種 木材等の購入、製造、販売 小波内製材有限会社 丸太、ひき板、柱、フローリング

2022年5月25日 JPIC - CLW - Ⅱ 281 松井建設株式会社
東京都中央区新川一丁

目１７番２２号
第二種 建築、建設

東京支店、大阪支店、名古屋支店、北陸支

店、東北支店、九州支店
集成材、角材

2022年5月30日 日林協 - CLW - Ⅱ 32
株式会社　山口新建木材セン

ター

佐賀県佐賀市本庄町大

字本庄530番地１
第二種 木材の加工、販売 株式会社　山口新建木材センター 丸太、ひき板、角材

2022年6月1日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0125 株式会社ネイブレイン
愛知県岡崎市洞町字寺

前3番地１
第二種 建築又は建設業 購買部

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2022年6月2日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 47 富士総業株式会社
静岡県駿東郡小山町一

色200－1
第一種、第二種 木材の加工、販売

富士総業株式会社

（ペレット工場、富士山ペレット発電所）
丸太、木質ペレット

2022年6月6日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0126 株式会社京和木材 東京都港区白金1-9-1 第二種 木材販売 株式会社京和木材(事務所、倉庫)
丸太、ひき板、角材、合板、単板

積層材、集成材

2022年6月7日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 48 有限会社　田村材木店
栃木県日光市豊田381

－4
第一種、第二種 木材の加工、販売 有限会社　田村材木店 丸太、ひき板、角材

2022年6月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 282 ベニクス株式会社
愛知県名古屋市港区小

碓2丁目102番地
第二種

合板の購入・加工・販売、コンク

リート型枠用合板の加工

本社、木曽岬工場、弥冨工場、弥冨第二工

場
合板、コンクリート型枠用合板

2022年6月14日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0127 大海建設株式会社
熊本県熊本市南区城南

町藤山3297番地8
第二種 建築又は建設業 大海建設株式会社

構造材、羽柄材、構造用合板、

フローリング

2022年6月22日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 49 株式会社　河宗本店
宮崎県日南市園田3-

1-28
第一種、第二種 木材の加工、販売 株式会社河宗本店 北郷工場 ひき板、角材

2022年6月29日 JPIC - CLW - Ⅱ 283 株式会社 ヤマセイ創建
愛知県名古屋市港区宝

神1丁目110番
第二種 合板の二次加工・販売 株式会社 ヤマセイ創建 合板
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2022年7月4日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 284 山一製材株式会社
和歌山県海南市名高

178
第一種、第二種

木材等の輸入、木材等の加工、

販売
本社工場 ひき板

2022年7月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 47
パナソニックハウジングソリュー

ションズ株式会社

大阪府門真市大字門真

1048番地
第二種 木材等の製造、加工、販売 建築システム事業部 合板、集成材、フローリング

2022年7月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 285 株式会社ハウスプラン永田
広島県福山芦田町柞磨

207-7
第二種 建設・建築 本社事務所 羽柄材、合板

2022年7月5日 JPIC - CLW - Ⅱ 286 株式会社ウッドコア
福島県双葉郡浪江町大

字棚塩字赤坂1番地１
第二種 木材等の製造、加工、販売 FLAM製材工場、FLAM集成材工場 丸太、ひき板、集成材

2022年7月8日 JPIC - CLW - Ⅱ 287 ニッポニア木材株式会社
岡山県津山市総社１８

６－３
第二種

木材等の製造、加工、輸出、販

売
津山工場 ひき板、突き板、角材、単板

2022年7月26日 日林協 - CLW - Ⅱ 33 有限会社　和光
秋田県能代市河戸川字

砂崎20番地
第二種 木材の加工、販売 和光　製材工場 ひき板

2022年8月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0128 有限会社大槻材木店
静岡県浜松市浜北区於

呂2990
第二種 木材卸 有限会社大槻材木店

ひき板、角材、合板、単板積層

材、集成材

2022年9月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0129 山貞合名会社
東京都江東区新木場3-

3-5
第二種

木材販売

建設業
山貞合名会社

製材、合板、集成材、ひき板、角

材

2022年9月5日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0130 親和木材工業株式会社
岐阜県各務原市須衛町

7丁目178番地１
第二種 木材加工・販売 親和木材工業株式会社 ひき板、角材、集成材

2022年9月8日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0131 株式会社住まいず
鹿児島県霧島市隼人町

内山田1-5-7
第二種 建築又は建設 株式会社住まいず 構造材、羽柄材、構造用合板

2022年9月16日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 0132 株式会社内海組
兵庫県相生市那波大浜

町9-12
第二種 建築又は建設 株式会社内海組

構造材、羽柄材、構造用合板、

製材、集成材、合板、フローリン

グ

2022年10月24日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 50 穂積建設　株式会社
岐阜県郡上市高鷲町大

鷲790番地5
第一種、第二種 木材の加工、販売 大和チップセンター、高鷲チップセンター 丸太、チップ

2022年11月7日 JPIC - CLW - Ⅱ 289 三翔株式会社
香川県坂出市林田町

4285番地194
第二種 木材等の購入、加工、販売 本社工場

単板、突き板、合板、(ランバーコ

ア合板）、合板（天然木化粧合

板）、合板（特殊加工化粧合

板）、単板積層材、集成材、直交

集成板、製材

2022年11月14日 JPIC - CLW - Ⅰ,Ⅱ 290 INTER CONTRACT株式会社

大阪府大阪市中央区南

本町3-1-3

カネセ第3ビル5階

第一種、第二種 木材等の輸入、購入、販売 INTER CONTRACT株式会社
合板、単板積層材、製材、羽柄

材

2022年12月15日 日林協 - CLW - Ⅰ,Ⅱ 51 株式会社　鏡水
岡山県苫田郡鏡野町

香々美801番地
第一種、第二種 木材の加工、販売 株式会社　鏡水 丸太、ひき板、角材

2022年12月23日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 133 株式会社マリモハウス
広島県広島市西区庚午

北2丁目16番4号
第二種 建築又は建設 株式会社マリモハウス広島本社 構造材、構造用合板
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2023年1月6日 HOWTEC - CLW - Ⅱ 134 株式会社ウッディファーム
熊本県熊本市南区近見

8丁目10番1号
第二種 建築又は建設 株式会社ウッディファーム 構造材、羽柄材、構造用合板

   JPIC：公益財団法人 日本合板検査会、HOWTEC：公益財団法人 日本住宅・木材技術センター、JIA：一般財団法人 日本ガス機器検査協会、日林協：一般社団法人 日本森林技術協会、

   JTCCM：一般財団法人 建材試験センター、北林検：一般社団法人 北海道林産物検査会

※登録実施機関略称　


