
                                                                           ※ 認定の種別   ①木材・木製品の合法性・持続可能性の証明

所 属 分別管理者
組 合 氏 　名

奈良県木連合第００１号 令和4年2月1日 上吉野木材協同組合 上吉野 石橋 善雄 ①②③ 639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字飯貝1314番地の3 尾上 幸成 0746-32-2751 0746-32-1256

奈良県木連合第００２号 令和4年2月1日 森庄銘木産業株式会社 県銘協 森本 定雄 ①③ 633-2226 奈良県宇陀市菟田野古市場511-2 森本 定雄 0745-84-2021 0745-84-4085

奈良県木連合第００４号 令和4年2月1日 吉久木材株式会社 吉岡 幸俊 ①③ 637-0071 奈良県五條市二見６丁目３の１４ 吉岡  幸俊 0747-23-1351 0747-25-1351

奈良県木連合第００５号 令和4年2月1日 株式会社ホーテック 中吉工･桜井 堀内 嘉久 ①②③ 638-0812 奈良県吉野郡大淀町桧垣本1078-1 堀内 直樹 0747-54-3111 0744-44-6105

奈良県木連合第００６号 令和4年2月1日 高田木材協同組合 高　 田 吉岡 博文 ①③ 639-2234 奈良県御所市柳原１－１ 池田　政隆 0745-63-1101 0745-63-2225

奈良県木連合第００７号 令和4年2月1日 中吉野木材市売協同組合 中吉市 玉井 和尋 ①②③ 638-0831 奈良県吉野郡大淀町佐名伝641-2 杉田　全宏 0747-52-2877 0747-52-5105

奈良県木連合第００９号 令和4年2月1日 奈良県銘木協同組合 県銘協 貝本 博幸 ①② 633-0048 奈良県桜井市生田713-1 平井 隆三 0744-42-0557 0744-42-0511

奈良県木連合第０１１号 令和4年2月1日 西垣林業株式会社 桜　 井 西垣 雅史 ①②③ 633-0064 奈良県桜井市戒重137
阪口 浩二郎
丸谷 昌之

0744-46-3700 0744-46-3838

奈良県木連合第０１４号 令和4年2月1日
吉野製材工業協同組合
　　　　　　　　　吉野材センター

吉野材 中西 利彦 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治11番地 武田 啓司 0746-32-5773 0746-32-8738

奈良県木連合第０１８号 令和4年2月1日 株式会社上垣商店 吉野材 上垣　  勉 ①②③ 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋290-1 上垣 慎市 0746-32-0215 0746-32-0525

奈良県木連合第０１９号 令和4年2月1日 上田製材所 吉野材 上田 幸男 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治15-2 上田 幸男 0746-32-2849 0746-32-2699

奈良県木連合第０２０号 令和4年2月1日 上大木材産業株式会社 吉野材     上大    豊　　 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治68番地 上大 昌幸 0746-32-5768 0746-32-1158

奈良県木連合第０２３号 令和4年2月1日 有限会社米田木工 吉野材 米田 敏則 ①②③ 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋148番地 米田 敏則 0746-32-2495 0746-32-2495

奈良県木連合第０２４号 令和4年2月1日 株式会社坂本商店 吉野材 坂本 隆平 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治68-10 坂本 哲郎 0746-32-2551 0746-32-8583

奈良県木連合第０２５号 令和4年2月1日 阪口製材所 吉野材 阪口 浩司 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治113番地 阪口 哲雄 0746-32-2185 0746-32-0231

奈良県木連合第０２６号 令和4年2月1日 坂本林業 吉野材 坂本 龍亮 ①②③ 639-3111 奈良県吉野郡吉野町上市2294-18 坂本 好孝 0746-32-5570 0746-32-5788

奈良県木連合第０２８号 令和4年2月1日 株式会社高政 吉野材・高田・銘協 高橋 俊行 ①②③ 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋125 高橋 俊行 0746-32-2806 0746-32-2802

奈良県木連合第０２９号 令和4年2月1日 株式会社坪岡林業 坪岡 常佳 ① 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋1番地 坪岡 常佳 0746-52-0118 0746-32-0771

奈良県木連合第０３１号 令和4年2月1日 辻　木材商店 吉野材 辻　  万里 ①②③ 639-3113 奈良県吉野郡吉野町飯貝5-23 辻　　万里 0746-32-4156 0746-32-4157

奈良県木連合第０３２号 令和4年2月1日 中峰製材所 吉野材 中峰 敏仁 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治15 中峰 敏仁 0746-32-2978 0746-32-2978

奈良県木連合第０３３号 令和4年2月1日 中西製材所 吉野材 中西 利彦 ①②③ 639-3445 奈良県吉野郡吉野町楢井232 中西 利彦 0746-32-1160 0746-32-1160

奈良県木連合第０３４号 令和4年2月1日 春亮木材株式会社 吉野材 春増    勝 ①②③ 639-3111 奈良県吉野郡吉野町上市2294-2 春増 　 勝 0746-32-5969 0746-32-5857

奈良県木連合第０３７号 令和4年2月1日 有限会社丸岡材木店 吉野材 岡本 雅喜 ①②③ 639-3443 奈良県吉野郡吉野町宮滝228 岡本 修一 0746-32-3256 0746-32-0197

奈良県木連合第０３９号 令和4年2月1日 株式会社吉野カネジュウ 吉野材 勢渡 弘久 ①②③ 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋58番地 勢渡 弘久 0746-32-1627 0746-32-1629

奈良県木連合第０４０号 令和4年2月1日 吉野中央木材株式会社 吉野材 石橋 善雄 ①②③ 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋57 石橋 輝一 0746-32-2181 0746-32-2863

奈良県木連合第０４１号 令和4年2月1日 吉野山三木材株式会社 吉野材 盛口 泰雄 ①②③ 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治78 喜多 英男 0746-32-2137 0746-32-8469

奈良県木連合第０４２号 令和4年2月1日 吉野銘木製造販売株式会社 中吉野・高田・銘協 貝本 拓路 ① 638-0045 奈良県吉野郡下市町新住991-1 貝本 拓路 0747-52-8881 0747-52-1602

奈良県木連合第０４４号 令和4年2月1日 株式会社泉谷木材商店 桜　井 泉谷繁樹 ① 633-0065 奈良県桜井市吉備760-6 笠井 郁子 0744-42-6625 0744-42-2888

奈良県木連合第０４５号 令和4年2月1日 有限会社東木材  東       司 ① 639-3122 奈良県吉野郡大淀町中増161番地の1 東　     司 0746-32-1760 0746-32-1767

奈良県木連合第０４６号 令和4年2月1日 株式会社ウッドベース 中西     豊 ① 639-3127 奈良県吉野郡大淀町馬佐383-5 中西    豊 0746-39-9002 0746-39-9003

奈良県木連合第０４７号 令和4年2月1日 山口木材株式会社 桜　 井 山口 隆司 ① 633-0068 奈良県桜井市東新堂546番地 山口 隆司 0744-42-2530 0744-43-2760

奈良県木連合第０４８号 令和4年4月1日 西井木材株式会社 西村　淳 ①②③ 633-2221 奈良県宇陀市菟田野松井132 藤田 崇彦 0745-84-3579 0745-84-3590

奈良県木連合第０４９号 令和4年2月1日 株式会社松田商店 桜　 井 松田 充平 ① 633-0018 奈良県桜井市脇本517番地 松田 充平 0744-45-2550 0744-45-3790

奈良県木連合第０５０号 令和4年4月1日 原木材株式会社   原    　靖 ①③ 638-0312 奈良県吉野郡天川村中谷164番地 原　 　　猛 0747-63-0919 0747-63-0919

奈良県木連合第０５３号 令和4年4月1日 株式会社吉野松井商店 高　 田 松井 正雄 ①③ 634-0836 奈良県橿原市新堂町175番地の1 松井 正雄 0744-22-1105 0744-29-2218

奈良県木連合第０５６号 令和4年4月1日 株式会社吉岡製材所 高　 田 吉岡 博文 ①③ 635-0823 奈良県北葛城郡広陵町三吉62番地 吉岡 博文 0745-55-2523 0745-55-5625

奈良県木連合第０５７号 令和4年4月1日 甲村木材株式会社 高　 田 甲村 耕三 ①③ 635-0031 奈良県大和高田市今里町16番41号 田中 良徳 0745-52-0293 0745-52-0294

奈良県木連合第０６１号 令和4年4月1日 越智木材株式会社 高　 田 越智 成佳 ① 639-0226 奈良県香芝市五位堂1丁目318 越智 成佳 0745-77-2251 0745-77-2252
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奈良県木連合第０６２号 令和4年4月1日 葛城木材産業株式会社 高　 田 嶋田 盛男 ① 635-0004 奈良県大和高田市藤森371番地 嶋田 憲二 0745-52-3815 0745-52-3888

奈良県木連合第０６８号 令和4年4月1日 山口木材 山口 幸男 ① 635-0813 奈良県北葛城郡広陵町百済1638-1 山口 幸男 0745-55-9013 0745-55-2716

奈良県木連合第０６９号 令和4年5月1日 烏頭尾木材 烏頭尾 康成 ① 633-0065 奈良県桜井市吉備507-1 烏頭尾 康成 0744-45-2753 0744-43-7847

奈良県木連合第０７０号 令和4年6月1日 株式会社徳田銘木 徳田    浩 ①②③ 638-0242 奈良県吉野郡黒滝村御吉野12番地 徳田    浩 0747-62-2004 0747-62-2318

奈良県木連合第０７１号 令和4年6月1日 水本木工 水本 敏秀 ① 639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋200の1 水本 敏秀 0746-32-8151 0746-32-8119

奈良県木連合第０７２号 令和4年6月1日 吉野丸タ林業株式会社 上嶋 治右衛門 ①③ 633-2423 奈良県吉野郡東吉野村小栗栖739 上嶋 治右衛門 0746-42-0200 0746-42-9090

奈良県木連合第０７５号 令和4年6月1日 川上産吉野材販売促進協同組合 川上林 丸谷　隆久 ①③ 639-3541 奈良県吉野郡川上村東川758-1 土井 庄左ェ門 0746-53-9988 0746-53-9888

奈良県木連合第０７７号 令和4年7月1日 株式会社菅生 桜　 井 菅生 康清 ① 633-0062 奈良県桜井市粟殿1006番地の9 河合寿司 0744-43-7700 0744-43-1578

奈良県木連合第０７８号 令和4年7月1日 西常商店 桜　 井 西  　康雄 ① 636-0245 奈良県磯城郡田原本町味間124番地 西    伸喜 0744-33-4321 0744-33-4322

奈良県木連合第０７９号 令和4年7月1日 株式会社丸紅住宅資材 矢橋　龍宜 ① 637-0014 奈良県五條市住川町1305番地 田中 豪 0747-26-3610 0747-26-3611

奈良県木連合第０８０号 令和4年7月1日 株式会社岡仁 川上林 岡本 健一 ① 639-3542 奈良県吉野郡川上村大字西河701番地 岡本 健一 0746-53-2331 0746-53-2725

奈良県木連合第０８１号 令和4年7月1日 株式会社ヨコタニ 桜　井 横谷 昭 ① 633-0091 奈良県桜井市大字桜井125番地の5 中村 之裕 0744-42-2784 0744-42-9524

奈良県木連合第０８３号 令和4年2月1日 桜井木材協同組合原木市場部 桜　井 菅生 康清 ①②③ 633-0048 奈良県桜井市生田713-1 山口　  玲 0744-46-9539 0744-46-9571

奈良県木連合第０８４号 令和4年7月1日 (株)トータル・ビルダーズ・システム 梶谷 俊郎 ① 633-0047 奈良県桜井市橋本108番地 岩橋　忍太 0744-44-5512 0744-44-5513

奈良県木連合第０８５号 令和4年7月1日 有限会社中前木材 高　 田 中前 雅裕 ① 635-0062
奈良県大和高田市礒野南町1-19
（分別管理場所：大和高田市礒野428-1）

水本 勝 0745-53-1361 0745-52-3747

奈良県木連合第０８６号 令和4年8月1日 株式会社山切材木店 北　 和 山切 能弘 ①②③ 631-0061 奈良県奈良市三碓7丁目3番12号 久保雅彦 0742-45-0520 0742-48-3914

奈良県木連合第０８７号 令和4年11月1日 北木材商店 上吉野 北 　良昭 ① 639-3117 奈良県吉野郡吉野町左曽592-1 北 　良昭 0746-32-0323 0746-32-5988

奈良県木連合第０８９号 令和2年9月1日 山根製材 山根 鐵造 ① 633-0217 奈良県宇陀市榛原自明1363番地 山根 兵次 0745-82-3231 0745-82-3585

奈良県木連合第０９０号 令和4年2月1日 ウラベ木材工業 桜　井 卜部 能尚 ①③ 633-0054 奈良県桜井市大字阿部527 卜部 素彦 0744-42-2688 0744-45-4378

奈良県木連合第０９３号 令和5年3月1日 松本林業 上吉野 松本 好史 ① 639-3442 奈良県吉野郡吉野町喜佐谷288-2 松本 好史 090-8758-0312 0746-32-3264

奈良県木連合第０９７号 令和3年9月1日 下浦林業 県銘協 下浦　　貢 ① 638-0201 奈良県吉野郡黒滝村槇尾107番地 下浦　　貢 0747-62-2014 0747-62-2014

奈良県木連合第０９８号 令和5年4月1日 株式会社𠮷森久銘木店 森本 浩行 ① 639-3433 奈良県吉野郡吉野町大字新子479番地 森本 昌清 0746-36-6121 0746-36-6949

奈良県木連合第１００号 令和2年5月1日  清 丸清木材有限会社 桜　 井 中尾 義勝  ①②③ 633-0065 奈良県桜井市吉備532-1 中尾 義勝 0744-43-6788 0744-42-1661

奈良県木連合第１０１号 令和2年5月1日 ヤマツ産業有限会社 辻谷    公  ①②③ 639-3601 奈良県吉野郡川上村柏木126 辻谷　　公 0746-54-0231 0746-54-0245

奈良県木連合第１０５号 令和4年2月1日 株式会社花井商店 中吉工 花井 知弥 ① 638-0045 奈良県吉野郡下市町新住2764-2 花井 利博  0747-52-6769 0747-52-8258

奈良県木連合第１０６号 令和2年5月1日 柏田木材工業株式会社 集成材 柏田     充 ① 637-0071 奈良県五條市二見5丁目6-56 柏田  英美 0747-22-3017 0747-25-0025

奈良県木連合第１０９号 令和2年6月1日 鶴谷木材 桜　 井 鶴谷 裕康 ① 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2丁目4-14 鶴谷 裕康 0744-42-2986 0744-42-0844

奈良県木連合第１１０号 令和2年7月1日 株式会社金幸 桜　 井 井上 幸久 ①②③ 633-0065 奈良県桜井市吉備556番地 朝井 誠治 0744-43-2473 0744-46-1595

奈良県木連合第１１１号 令和2年8月1日 カクキチ木材商店 下西　洋三 ①③ 639-3611 奈良県吉野郡川上村入之波292-22 下西　洋三 0746-54-0059 0746-54-0059

奈良県木連合第１１８号 令和4年9月1日 株式会社垣本ハウス 吉野材 垣本 惠則 ① 634-0825 奈良県橿原市観音寺18-2 北村 嘉朗 0744-27-3731 0744-27-0777

奈良県木連合第１１９号 令和4年8月1日 株式会社寺本木材　吉野工場 寺本　武 ① 634-0028
奈良県橿原市法花寺町59番地の1
　　　　　朝日ﾌﾟﾗｻﾞ八木東408号
  （分別管理場所 ： 吉野郡吉野町峰寺568）

岡本 吉生 0744ｰ23ｰ7188 0744ｰ23ｰ7511

奈良県木連合第１２０号 令和4年9月1日 株式会社渋谷 桜　 井 渋谷 守浩 ① 633-0007 奈良県桜井市外山186番地の1 岡本 和則 0744-43-1567 0744-45-1915

奈良県木連合第１２３号 令和4年10月1日 吉田製材株式会社 桜　井 吉田 敦彦 ①③ 633-0065 奈良県桜井市吉備557番地 吉田 敦彦 0744-42-2124 0744-45-4766

奈良県木連合第１２４号 令和4年11月1日 佐藤木材株式会社　本社工場 桜　 井 佐藤 典嗣 ① 632-0057 奈良県天理市新泉町378番地 真下 直秀 0743-66-2727 0743-67-2223

奈良県木連合第１２５号 令和4年6月1日 坂利木材天理工場 桜　 井 坂口 勝美 ①③ 632-0063 奈良県天理市西長柄町510番地 西ヶ峰法利 0743-67-0132 0743-66-2807

奈良県木連合第１２８号 令和4年11月1日 ワキヨシ木材 脇田 義樹 ① 633-0075 奈良県桜井市新屋敷129-1 脇田 義樹 0744-43-9037 0744-43-9037

奈良県木連合第１２９号 令和4年11月1日 桝義銘木店 県銘協 桝田 健三 ①③ 638-0022 奈良県吉野郡下市町丹生272 桝田 裕晃 0747-58-0038 0747-58-0038

奈良県木連合第１３０号 令和5年2月1日 有限会社山勝木材店 山田 富康 ①②③ 634-0817 奈良県橿原市寺田町135番地 山田 富康 0744-24-6400 0744-25-1310
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                                                                           ※ 認定の種別   ①木材・木製品の合法性・持続可能性の証明

所 属 分別管理者
組 合 氏 　名

代表者名
認定の
種別

                                     ②コピー用紙原料としての間伐材チップの確認
                                 ③発電利用に供する木質バイオマスの証明

認定団体：奈良県木材協同組合連合会　　　　　　　　　　　　　合法木材供給事業者（県内事業者）　　　　　　　　　　　令和　５年　４月　１日現在

 郵便番号 所在地 TEL FAX認定日 事業所名

奈良県木連合第１３２号 令和4年6月1日 村上木材 桜　井 村上 文彦 ① 633-0077 奈良県桜井市大西35-1 村上 文彦 0744-42-4113 0744-42-4156

奈良県木連合第１３３号 令和4年2月1日 佐野木材株式会社 中吉工 佐野 公彦 ①②③ 638-0045 奈良県吉野郡下市町新住77番地 坪井 則夫 0747-52-5525 0747-52-5527

奈良県木連合第１３４号 令和4年2月1日 株式会社吉野興林 中吉工 上田　智康 ①③ 638-0803 奈良県吉野郡大淀町越部16の1 上田 文恵 0747-52-2497 0747-52-2497

奈良県木連合第１３５号 令和2年5月1日 株式会社花田材木店 北   和 花田 欣也 ① 639-1132 奈良県大和郡山市高田町86の1 花田 欣也 0743-54-1212 0743-54-1230

奈良県木連合第１３６号 令和4年2月1日 駒谷製材 中吉工 駒谷 正夫 ①③ 638-0812 奈良県吉野郡大淀町桧垣本1876 駒谷 正夫 0747-52-1841 0747-52-1841

奈良県木連合第１３７号 令和2年5月1日 辻󠄀博木材 中吉工 辻󠄀本 博志 ① 639-3127 奈良県吉野郡大淀町大字馬佐383-10 辻本 博志 0746-32-8309 0746-32-8312

奈良県木連合第１３８号 令和2年5月1日 株式会社マルタ 中吉工 扇田 喜光 ① 639-3122 奈良県吉野郡大淀町中増469番地 扇田 喜光 0746-32-5897 0746-32-5897

奈良県木連合第１３９号 令和4年2月1日 株式会社森教 県銘協 森　  康人 ① 638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕780 森　  康人 0747-52-2561 0747-52-2156

奈良県木連合第１４０号 令和4年2月1日 山寅商店 中吉工 山本 寅太 ①②③ 638-0041 奈良県吉野郡下市町下市1811番地 山本 寅太 0747-52-2001 0747-52-2007

奈良県木連合第１４１号 令和2年5月1日 株式会社吉銘 集成材 貝本 隆三 ①③ 638-0045

奈良県吉野郡下市町新住1118番地
　　新　住工場：吉野郡下市町新住1118番地
　　田原本工場：磯城郡田原本町味間436番地
　　五　條工場：五條市島野町485番地

山﨑 裕章
神谷 達也
椋本 浩嘉

0747-52-4066 0747-52-4797

奈良県木連合第１４３号 令和2年6月1日 株式会社丸國林業 県銘協 平越 國和 ①③ 639-0224 奈良県香芝市別所5番地 小林 義典 0745-77-8431 0745-78-2736

奈良県木連合第１４４号 令和2年6月1日 株式会社奈良木建 上吉野 谷畑 勝三 ①③ 630-8145 奈良県奈良市八条5丁目430番地1 岩井 規郎 0742-33-6332 0742-34-2618

奈良県木連合第１４６号 令和2年6月1日 株式会社丸産業 川上林 丸　  敏幸 ① 634-0831 奈良県橿原市曽我町32-2 岡本 健司 0744-24-1728 0744-24-6733

奈良県木連合第１４７号 令和4年2月1日 坪井製材所 中吉工 坪井 則夫 ①②③ 638-0812 奈良県吉野郡大淀町桧垣本1010-320 坪井 則夫 0747-52-5916 0747-52-6538

奈良県木連合第１５０号 令和2年6月1日 株式会社塩田製材所 奈東部 塩田 裕隆 ① 630-2163 奈良県奈良市中之庄町367番地 塩田 裕隆 0742-81-0138 0742-81-0006

奈良県木連合第１５２号 令和2年7月1日 仲谷材木店 上吉野 仲谷 辰王 ① 639-3444 奈良県吉野郡吉野町御園147-2 仲谷 辰王 0746-32-3216 0746-32-3457

奈良県木連合第１５５号 令和2年7月1日 株式会社大紀 中吉市 清水 益成 ①②③ 638-0032
奈良県吉野郡下市町大字原谷4-1
 （分別管理場所：奈良県吉野郡下市町栃原2353-
5）

大塩隆也
川北将人

0747-52-0851 0747-52-9288

奈良県木連合第１５６号 令和4年2月1日 株式会社ナガイ 中吉市 永井 由利子 ①②③ 637-0014 奈良県五條市住川町888-22 永井 康雄 0747-22-3888 0747-25-2214

奈良県木連合第１５８号 令和2年10月1日 坂利木材工業株式会社 桜　井 坂口 勝美 ① 632-0063 奈良県天理市西長柄町676番地 岸本 芳継 0743-67-0128 0743-67-2501

奈良県木連合第１５９号 令和4年4月1日 辻和木材 桜　井 辻本 和央 ①③ 633-0053 奈良県桜井市谷300、303番地 辻本 和央 0744-42-2131 0744-42-2668

奈良県木連合第１６２号 令和2年11月1日 小椋製材 県銘協 小椋　十四彦 ① 632-0052 奈良県天理市柳本町868-1 小椋 十四彦 0743-67-8205 0743-67-8206

奈良県木連合第１６３号 令和4年6月1日 中村林業 中村 隆昭 ①③ 638-0241 奈良県吉野郡黒滝村粟飯谷124 中村 隆昭 0747-62-2151 0747-62-2151

奈良県木連合第１６６号 令和3年7月1日 新和材木店 桜　井 田口 宜明 ①③ 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2丁目2-2 田口 宜明 0744-42-3401 0744-42-3403

奈良県木連合第１６８号 令和3年11月1日 株式会社平野木材 藤井 謙昌 ① 636-0341 奈良県磯城郡田原本町薬王寺558番地 植東 友宏 0744-32-2266 0744-33-3343

奈良県木連合第１６９号 令和3年10月1日 井向井製材所 向井 猛雄 ① 633-2226 奈良県宇陀市菟田野古市場1292-1 向井 良光 0745-84-2105 0745-84-2577

奈良県木連合第１７０号 令和3年11月1日 喜多製材所 吉野材 喜多 繁彰 ①②③  639-3118 奈良県吉野郡吉野町橋屋57-15 藤原 伊紗 0746-32-2268 0746-32-2085

奈良県木連合第１７２号 令和3年11月1日 株式会社山口裕康商店 桜　井 山口 忠弘 ① 633-0053 奈良県桜井市谷303-1 山口 忠弘 0744-43-2221 0744-43-2223

奈良県木連合第１７４号 令和4年5月1日 西忠木材 高　田 西川 忠夫 ①③ 639-2152 奈良県葛城市大畑173 西川 忠夫 0745-48-2778 0745-48-2778 

奈良県木連合第１７８号 令和4年4月1日 株式会社I・T・O　本社工場 中吉工 伊藤 孝助 ①②③ 630-1112 奈良県奈良市南庄町136番地 林田 直樹 0742-95-0804 0742-95-0866

奈良県木連合第１７９号 令和4年4月1日 株式会社I・T・O　吉野工場 中吉工 伊藤 孝助 ①②③ 630-1112
奈良県奈良市南庄町136番地
(分別管理場所：奈良県吉野郡大淀町大字馬佐383
番3)

嶋田 訓明 0746-34-5701 0746-34-5702 　　

奈良県木連合第１８０号 令和4年5月1日 タカダビルテック株式会社 正司 茂希 ① 639-2241 奈良県御所市茅原78番地の1 正司 啓 0745-62-9783 0745-62-8670

奈良県木連合第１８１号 令和4年7月1日 森脇木材株式会社 森脇　悟 ① 637-0071 奈良県五條市二見5丁目5-32 森脇　  悟 0747-23-0345 0747-25-0479

奈良県木連合第１８３号 令和4年7月1日 有限会社ゴトウ木材 後藤 稔 ① 633-0087
奈良県桜井市大字大豆越169番地の2
(分別管理場所：桜井市大豆越235-2）

後藤 稔 0744-43-5069 0744-45-1959

奈良県木連合第１８４号 令和4年7月1日 株式会社材新 県銘協 新　寿和 ① 633-2166
奈良県宇陀市大宇陀迫間138
(分別管理場所：宇陀市大宇陀西山452)

新　 寿和 0745-83-1257 0745-83-3165
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                                                                           ※ 認定の種別   ①木材・木製品の合法性・持続可能性の証明
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                                     ②コピー用紙原料としての間伐材チップの確認
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 郵便番号 所在地 TEL FAX認定日 事業所名

奈良県木連合第１８５号 令和4年7月1日 株式会社鯉丸奈良営業所 　 安田 淳一 ① 636-0103 奈良県生駒郡斑鳩町幸前2丁目3番29号 安田 淳一 0745-74-2555 0745-74-2688

奈良県木連合第１８７号 令和4年7月1日 株式会社岡田材木店　本社工場 岡田　勉 ① 630-8273 奈良県奈良市押上町46 岡田  　勉 0742-22-2630 0742-22-2733

奈良県木連合第１８９号 令和4年7月1日 小畑木材 小畑文宏 ①②③ 630-8102 奈良県奈良市般若寺町164-9 小畑 文宏 0742-27-6681 0742-27-6731

奈良県木連合第１９０号 令和4年7月1日 昭和林材 吉野材 辻　宏文 ①②③ 639-3124 奈良県吉野郡大淀町北六田47 辻　宏文 0746-32-2680 0746-32-2465

奈良県木連合第１９３号 令和4年6月1日 松下木材 松下 勇 ① 634-0012 奈良県橿原市膳夫町153-4 松下 勇 0744-22-5201 0744-22-5201

奈良県木連合第１９４号 令和4年7月1日 やまて木工所 中吉市 山本 徹男 ① 637-0043 奈良県五條市新町3丁目7番7号 山本 真司 0747-24-2932 0747-24-2932

奈良県木連合第１９７号 令和4年7月1日 有限会社オオタ 桜　井 太田 善久 ① 633-0054 奈良県桜井市大字阿部624番地 太田 善久 0744-42-6645 0744-45-5266

奈良県木連合第１９８号 令和4年7月1日 森田木材 桜　井 森田　進 ①③ 633-0076 奈良県桜井市大泉559-1 森田　進 0744-43-7881 0744-43-7882

奈良県木連合第２００号 令和4年2月1日 株式会社森口製材所 桜　井 森口　浩 ①③ 633-0055 奈良県桜井市安倍木材団地2丁目6-1 森口　 浩 0744-46-2028 0744-46-2027

奈良県木連合第２０７号 令和4年7月1日 松原木材 松原　剛 ① 633-0048 奈良県桜井市生田221 松原  　剛 0744-46-1940 0744-46-1940

奈良県木連合第２０９号 令和4年4月1日 東木材株式会社 天理工場 桜　井 東 誠一 ①③ 632-0063 奈良県天理市西長柄町682 東　　誠一 0743-67-0116 0743-66-3237

奈良県木連合第２１１号 令和4年7月1日 庵前木材商店 桜　井 庵前 紹暢 ① 633-0052 奈良県桜井市浅古280番地 野尻 昌彦 0744-45-3178 0744-45-3178

奈良県木連合第２１４号 令和4年7月1日 株式会社辻好木材開発 辻本 晃次 ①③ 637-0071 奈良県五條市二見5丁目7番23号 辻本 晃次 0747-23-1021 0747-25-0801

奈良県木連合第２１６号 令和4年8月1日 梅沢銘木 県銘協 梅澤　巖 ①②③ 633-2225 奈良県宇陀市菟田野稲戸831-2 梅澤 文男 0745-84-2310 0745-84-2666

奈良県木連合第２２８号 令和4年8月1日 斎藤木材 齋藤    仁 ① 637-0071 奈良県五條市二見5丁目2番7号 齋藤    仁 0747-22-3145 0747-22-3539

奈良県木連合第２３１号 令和4年8月1日 山三林業株式会社 桜　井 山本 貴永 ① 633-0091 奈良県桜井市大字桜井1259-1-805 山本 貴永 0744-46-2277 0744-46-2211

奈良県木連合第２３２号 令和2年6月1日 株式会社共和単板 集成材 村上 正博 ① 638-0831 奈良県吉野郡大淀町佐名伝31番地 村上 正博 0747-53-0750 0747-53-0886

奈良県木連合第２３６号 令和4年9月1日 都産業　 西川 幸三 ① 636-0091 奈良県北葛城郡河合町泉台3-21-25 西川 剛司 0745-43-9662 0745-43-9261

奈良県木連合第２３８号 令和4年9月1日 大前木材株式会社 北　和 大前 益己 ① 636-0013 奈良県北葛城郡王寺町元町3丁目2791-2 大前 益己 0745-32-1313 0745-72-0567

奈良県木連合第２４１号 令和4年9月1日 馬原木材 馬原 健悟 ①③ 633-0075 奈良県桜井市新屋敷22番地の2 馬原 健悟 0744-45-3171 0744-45-3171

奈良県木連合第２４３号 令和4年9月1日 葛本林業 県銘協 葛本 卓雄 ①② 633-2142 奈良県宇陀市大宇陀田原886 葛本 哲雄 0744-42-0557 0744-42-0511

奈良県木連合第２４８号 令和4年9月1日 西本木材 県銘協 西本 孝徳 ① 635-0136 奈良県高市郡高取町兵庫45 西本 孝徳 0744-52-4038 0744-52-4668

奈良県木連合第２４９号 令和4年2月1日 大東木材 県銘協 大谷 賢司 ①②③ 639-3127 奈良県吉野郡大淀町馬佐383-8 大谷賢司 0746-32-1037 0746-32-1037

奈良県木連合第２５３号 令和5年4月1日 松田製材 吉野材 松田 安司 ① 639-3113 奈良県吉野郡吉野町大字飯貝747 松田 俊宏 0746-32-5818 0746-32-2203

奈良県木連合第２５４号 令和2年5月1日  吉 中辻󠄀銘木 中辻󠄀 智鶴子 ① 638-0242 奈良県吉野郡黒滝村御吉野145 中辻 智鶴子 0747-62-2358 0747-62-2335

奈良県木連合第２５５号 令和2年5月1日 天山木材 郷司 典孝 ① 633-0064 奈良県桜井市戒重２３４の７ 郷司 典孝 0744-45-3232 0744-45-3232

奈良県木連合第２５６号 令和2年6月1日 大泉運輸株式会社 チップ事業部 西浦 佳代里 ①②③ 637-0071
奈良県五條市丹原町495番地の３
(分別管理場所：奈良県五條市二見5丁目5番35号)

林    殖也 0747-23-1448 0747-25-3113

奈良県木連合台２５８号 令和2年8月1日 関戸木材 関戸 尚良 ① 633-2114 奈良県宇陀市大宇陀春日306 関戸 成康 0745-83-0668 0745-83-2773

奈良県木連合第２６１号 令和2年9月1日 株式会社ツボモト 坪本 光記 ③ 633-0257 奈良県宇陀市榛原榛見が丘1丁目1番地の1 坪本 光記 0745-82-0515 0745-82-1515

奈良県木連合第２６４号 令和2年10月1日 株式会社中吉野開発 清水 二三四 ①②③ 638-0032
奈良県吉野郡下市町大字原谷1番地
（分別管理場所：奈良県吉野郡下市町栃原2353-
5）

大塩 隆也
辻田 武士

0747-52-8870 0747-52-8856

奈良県木連合第２６８号 令和3年2月1日 カネマル株式会社　奈良北営業所 松吉 政弘 ① 630-8146 奈良県奈良市八条町464番地3 野村 岳史 0742-30-1348 0742-30-1415

奈良県木連合第２７６号 令和4年1月1日 川端木材株式会社　奈良営業所 岩本 幸代 ① 639-1112 奈良県大和郡山市白土町70番地 川端 達也 0743-59-5601 0743-59-5602

奈良県木連合第２７７号 令和4年1月1日 有限会社松岡製材所 県銘協・北和 松岡 主益 ① 633-0082 奈良県桜井市巻野内236 松岡 義雄 0744-42-6248 0744-45-4062

奈良県木連合第２７８号 令和4年2月1日 駒谷商店 駒谷 哲治 ①③ 639-3127 奈良県吉野郡大淀町馬佐383-7 駒谷 哲治 0746-32-8808 0746-32-8808

奈良県木連合第２７９号 令和4年2月1日 森商店 中吉工 森　　睦生 ①③ 638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕780 森　　睦生 0747-52-8901 0747-52-8902

奈良県木連合第２８１号 令和4年2月1日 株式会社大口商店 中吉工 大口 勝弘 ①②③ 639-3122 奈良県吉野郡大淀町大字中増2277 大口 勝弘 0746-32-0056 0746-32-0085

奈良県木連合第２８２号 令和4年5月1日 天理集成材株式会社 集成材 梶谷 佳彦 ①③ 632-0063 奈良県天理市西長柄町710
梶谷 佳彦
戎谷 将平

0743-67-0136 0743-66-2816
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                                                                           ※ 認定の種別   ①木材・木製品の合法性・持続可能性の証明

所 属 分別管理者
組 合 氏 　名

代表者名
認定の
種別

                                     ②コピー用紙原料としての間伐材チップの確認
                                 ③発電利用に供する木質バイオマスの証明

認定団体：奈良県木材協同組合連合会　　　　　　　　　　　　　合法木材供給事業者（県内事業者）　　　　　　　　　　　令和　５年　４月　１日現在

 郵便番号 所在地 TEL FAX認定日 事業所名

奈良県木連合第２８３号 令和4年5月1日 十津川木材協同組合 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 十津川 中 広之 ①③ 637-1105 奈良県吉野郡十津川村林460 中 広之 0746-64-0246 0746-64-0310

奈良県木連合第２８５号 令和4年10月1日 茶田林業 茶田 勝也 ①③ 638-0231
奈良県吉野郡黒滝村笠木505番地
 （分別管理場所 ： 吉野郡下市町黒木8番地）

茶田勝也 　0747-62-2637 0747-62-2668

奈良県木連合第２８６号 令和4年10月1日 井上製材所 県銘協 井上 敏 ①③ 639-3322
奈良県吉野郡吉野町大字小名324番地
（分別管理場所：宇陀市大宇陀上片岡213-1）

井上和憲 0746-35-7618 0746-35-7744

奈良県木連合第２８７号 令和4年10月1日 株式会社中家建設 中家 孝次 ①③ 638-0032 奈良県吉野郡下市町大字原谷261番地の1 中家将貴 0747-52-9315 0747-52-7772

奈良県木連合第２８８号 令和4年11月1日 株式会社カネコ殖産　事業所 井上 幸久 ①②③ 633-0065 奈良県桜井市大字吉備556番地 井上 幸信 0744-43-2473 0744-46-1595

奈良県木連合第２８９号 令和4年12月1日 株式会社飛鳥 桜　井 岡本 正秀 ①③ 633-0065 奈良県桜井市吉備557番地の2 深堀三千留 0744-43-5511 0744-43-5514

奈良県木連合第２９０号 令和5年1月1日 松尾木材株式会社 川上林 松尾 成浩 ① 639-3557
奈良県吉野郡川上村人知158番地
 （分別管理場所 ： 吉野郡吉野町飯貝1-1）

片山　貴詞 090-3273-8281 0746-32-1483

奈良県木連合第２９１号 令和5年3月1日 株式会社櫻井 吉野材 櫻井信孝 ① 639-3114
奈良県吉野郡吉野町大字丹治15番地の1
　橋屋製材工場：吉野郡吉野町大字橋屋125番地
　飯貝製材工場：吉野郡吉野町大字飯貝5番地

松尾幸弘 0746-32-0563 0746-32-8502

奈良県木連合第２９２号 令和5年4月1日 有限会社亀井集成材 亀井正智 ① 638-0841 奈良県吉野郡大淀町大字今木1031番地 井上健太郎 0745-67-1311 0745-67-0883

奈良県木連合第２９３号 令和2年6月1日 大辻樽丸商店株式会社 中吉工 大辻　清仁 ① 638-0001 奈良県吉野郡下市町阿知賀2500 大辻善嗣 0747-52-2524 0747-52-6214

奈良県木連合第２９４号 令和2年9月1日 株式会社Ｋ－ＬＩＮＥ 伊藤　可愛 ①②③ 630-1112
奈良県奈良市南庄町136番地
 （分別管理場所：吉野郡大淀町大字馬佐394番）

巻渕　晃弘 0742-95-2288 0742-95-2289

奈良県木連合第２９５号 令和2年10月1日 株式会社奈良森林資源保全公社 細井　厳明 ③ 633-2422 奈良県東吉野村大字鷲家1584番地 細井　厳明 0746-42-9120 0746-42-9105

奈良県木連合第２９７号 令和3年5月1日
一般社団法人
　　　吉野かわかみ社中

下西 昭昌 ① 639-3553 奈良県吉野郡川上村迫1335番地の9
木谷 嘉和
高橋 一禎

0746-52-9555 0746-52-9556

奈良県木連合第３００号 令和3年8月1日 西岡木材 県銘協 西岡 浩之 ① 633-2156 奈良県宇陀市大宇陀本郷563 西岡 浩之 0745-82-0095 0745-82-0095

奈良県木連合第３０１号 令和3年10月1日 高野銘木株式会社 高野 博文 ① 633-2226 奈良県宇陀市菟田野古市場1271-1 高野 博文 0745-84-2509 0745-84-4044

奈良県木連合第３０２号 令和4年3月11日 中尾木材商店 桜　井 中尾　博司 ①③ 633-0076 奈良県桜井市大泉817-6 甲斐 千代吉 0744-48-3674 0744-48-3675

奈良県木連合第３０３号 令和4年6月1日 粉川木材株式会社 粉川　元秀 ① 633-0241 奈良県宇陀市榛原下井足1400番地 粉川　健介 0745-82-1355 0745-82-0808

奈良県木連合第３０４号 令和4年8月1日 神末林業 神末 孝彦 ①②③ 639-2268 奈良県御所市船路168-1 神末 孝彦 0745-66-1288 0745-66-0051

奈良県木連合第３０６号 令和4年10月1日 丹羽製材 丹羽 英作 ① 633-1302 奈良県宇陀郡御杖村菅野405-1番地 丹羽 英作 0745-95-2136 0745-95-2136

奈良県木連合第３０７号 令和4年12月1日 株式会社トーマ 当麻 和重 ①③ 635-0017 奈良県大和高田市東雲町13番4号 辰巳 宗義 0745-52-6671 0745-53-5940

奈良県木連合第３０８号 令和5年3月1日 五條市林産物加工施設 太田 好紀 ①②③ 637-0408 奈良県五條市大塔町辻堂113 吉川 佳秀 0747-36-0311 0747-36-0447

奈良県木連合第３０９号 令和2年9月4日 株式会社玉木材 上吉野 北角 強 ①②③ 637-0036 奈良県五條市野原西4-2-8 福井 勧 0747-22-1500 0747-23-1420

奈良県木連合第３１０号 令和3年1月27日 株式会社アドア 村田 哲寿 ①③ 632-0112 奈良県奈良市針ケ別所町366番2 村田 哲寿 0743-84-0023 0742-90-0231

奈良県木連合第３１1号 令和3年6月30日 ヒロテック　御杖事業所 松山 尋信 ①③ 518-0740
三重県名張市梅が丘北5番町25番地
（分別管理場所：奈良県宇陀郡御杖村神末708-2）

松山 尋信 090-2011-5260

奈良県木連合第３１２号 令和4年3月1日 Mｔ．ＧＬｉＭ合同会社 松山 尋信  ①③ 633-2112 奈良県宇陀市大宇陀小附395番地 松山 尋信 090-2011-5260

奈良県木連合第３１３号 令和4年5月20日 株式会社ケイウッド 松本 圭司 ① 638-0812 奈良県吉野郡大淀町桧垣本998 水本 孝雄 0747-52-4077 0747-52-7840

奈良県木連合第３１４号 令和4年6月15日 株式会社德田林産 德田 博志 ① 633-1301 奈良県宇陀郡御杖村大字神末4057番地の1 德田 博志 0745-95-2272 0745-95-2276

奈良県木連合第３１５号 令和4年7月27日 松尾木材株式会社　大淀工場 川上林 松尾 成浩 ②③ 639-3557
奈良県吉野郡川上村人知9-1
 （分別管理場所 ： 吉野郡大淀町馬佐383-6）

原田八起 0746-32-2914 0746-32-1483

奈良県木連合第３１６号 令和4年8月3日 有限会社矢倉林業 高　田 矢倉啓次 ①③ 639-2125 奈良県葛城市西辻186 矢倉啓次 0745-64-1626 0745-64-1636

奈良県木連合第３１７号 令和4年10月12日 株式会社三共 上垣 建二 ①③ 637-1552 奈良県吉野郡十津川村大字谷垣内242番地の1 上垣 智一 0746-64-0427 0746-64-1033

奈良県木連合第３１８号 令和4年12月22日 有限会社　津田林業 津田 眞里子 ①③ 648-0307
奈良県吉野郡野迫川村北今西48番地
（分別管理場所：吉野郡野迫川村弓手原地内）

津田 一馬 0747-38-0122 0747-38-0121
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