No.1

合法木材供給事業者認定一覧表
No.

認定番号

事業者(工場)名

（令和元年）
代表者名

分別管理
責任者

郵便番号

住 所

ＴＥＬ

1

富山県木連第 001号

ラミネート・ラボ 株式会社

藤井 義治

中埜 博之

930-2201 富山市草島字古川10番地

076-435-3344

2

富山県木連第 002号

山ワ建設工業 株式会社

中山 健藏

河本 宏範

932-0115 富山県小矢部市津沢229-2

0766-61-2026

3

富山県木連第 006号

株式会社 石甚

石灰 功一

石灰 功一

933-0252 富山県射水市七美一丁目10番地の1 0766-86-2900

4

富山県木連第 009号

有限会社 丸吉工業

副田 誠

竹内 哲也

934-0093 富山県高岡市姫野1-1

0766-82-6261

5

富山県木連第 010号

株式会社 高岡木材市場

谷口 健郎

谷口 健郎

939-0287 富山県射水市赤井188

0766-52-2131

6

富山県木連第 012号

株式会社 ウッドフレンド

石灰 一友

高場 智己

934-0091 富山県高岡市下牧野35-1

0766-84-4161

7

富山県木連第 014-1号 チューモク 株式会社 木材製品部

澤田 喜朗

上田 純和

939-1704 富山県南砺市田中793

0763-52-2808

富山県木連第 014-2号 チューモク 株式会社 チップセンター

澤田 喜朗

川合 茂

939-1757 富山県南砺市土生736-9

0763-55-1770

富山県木連第 014-3号 チューモク 株式会社 山林建設工事部

澤田 喜朗

松本 弘衛

939-1704 富山県南砺市田中793

0763-52-2811

富山県木連第 014-4号 チューモク 株式会社 外材部

澤田 喜朗

西村 元秀

939-1704 富山県南砺市田中793

0763-52-2808

富山県木連第 014-5号 チューモク 株式会社 プレカット事業部

澤田 喜朗

中田

939-1549 富山県南砺市前田161-1

0763-23-1323

富山県木連第 015-1号 ウッドリンク 株式会社 住宅資材事業部

原野 剛行

山口 浩二

934-0056 富山県射水市寺塚原415番地

0766-84-4422

富山県木連第 015-2号 ウッドリンク 株式会社 製材事業部

原野 剛行

吉田 真博

933-0003 富山県高岡市能町2000番地

0766-21-2628

富山県木連第 017号

株式会社 岸田

岸田

毅

岸田 毅

935-0053 富山県氷見市十二町万尾前247-1 0766-91-0093

10 富山県木連第 018号

株式会社 石敬木材センター

石灰

敬

釣 英次

934-0092 富山県高岡市中曽根123の1

0766-84-2411

11 富山県木連第 019号

中越緑化 株式会社

釣

毅彦

井田 保

933-0008 富山県高岡市材木町1-6

0766-22-4172

8

9

12 富山県木連第 023-1号 株式会社 アプト・シンコー 製材工場
富山県木連第 023-2号 株式会社 アプト・シンコー ﾌﾟﾚｶｯﾄ事業部

石灰 靖和

淳

岩木 宏文
934-0094 富山県高岡市堀岡又新16番地
龍本 剣太郎

石灰 靖和

野手 和明

柴 秀木

二井 誠

934-0032 富山県射水市片口392-1

0766-82-6281
0766-84-6330

934-0094 富山県高岡市堀岡又新45番地の1 0766-84-4111

13 富山県木連第 024号

柴木材 株式会社

14 富山県木連第 027号

有限会社 菅谷チップ工業

菅谷 和子

津幡 重人

934-0026 富山県射水市二の丸町17番4号

0766-84-3170

15 富山県木連第 028号

株式会社 丸進製材

鳥本 正信

鳥本 正信

934-0001 富山県射水市庄西町1丁目19-48

0766-82-2547

金尾 雅行

森 篤志

933-0226 射水市堀江千石9番地

0766-86-2112

金尾 雅行

森 篤志

930-0807 富山市下新西町1番35号

076-432-1665

木町 英健

木町 英健

934-0011 富山県射水市本町1-2-25

0766-82-2554

16 富山県木連第 029-1号 富山中央木材 株式会社 新港工場
富山県木連第 029-2号 富山中央木材 株式会社 ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場

17 富山県木連第 031号

木町製材所

18 富山県木連第 034号

株式会社 薮正木材

19 富山県木連第 035号

塩田木材 株式会社

薮山田真佐平薮山田真佐平 933-0002 富山県高岡市吉久三丁目5
塩田 栄彦

塩田 兼尚

0766-24-4898

939-0234 富山県射水市二口2975-31

0766-52-0166

20 富山県木連第 037-1号 小池木材 株式会社 資材営業部

小池

徹

井伊 誠

930-0806 富山市木場町4-20

076-444-1144

富山県木連第 037-3号 小池木材 株式会社 金沢営業部

小池

徹

河﨑 隆

920-0211 石川県金沢市湊4丁目9-2

076-268-2737

富山県木連第 037-5号 小池木材 株式会社 北関東支店

小池

徹

佐伯 正明

319-1108 茨城県那珂郡東海村村松3135-248 029-287-2211

桶 仁俊

豆本 學

933-0968 富山県高岡市国吉1410

0766-31-3793

株式会社 中川木材

中川 雅文

森 裕一

933-0941 富山県高岡市内免5丁目3番8号

0766-22-3646

23 富山県木連第 040号

山崎木材 株式会社

山﨑 正治

山﨑 正治

933-0321 富山県高岡市六家字弥三郎島1728 0766-31-4310

24 富山県木連第 044号

株式会社 米澤製材所

米澤 政幸

松村 司

939-0626 富山県下新川郡入善町入膳455-1 0765-72-1011

25 富山県木連第 045-1号 南陽吉久 株式会社

中村 正治

山田 則之

933-0003 富山県高岡市能町750

0766-25-1100

26 富山県木連第 046号

株式会社 元尾商店

元尾 智幾

元尾 智幾

930-0916 富山市向新庄町六丁目4番11号

076-451-8657

27 富山県木連第 047号

薮山田木材 株式会社

薮山田規正 薮山田規正 933-0903 富山県高岡市熊野町9-10

0766-24-4517

28 富山県木連第 048号

尾山製材 株式会社

尾山 嘉彦

尾山 嘉彦

939-0746 富山県下新川郡朝日町荒川630

0765-83-2220

29 富山県木連第 051号

有限会社 尾谷林業

尾谷 武志

尾谷 武志

937-0034 富山県魚津市東城2226

0765-32-8044

30 富山県木連第 052号

野村木材 株式会社

野村 一己

野村 昌浩

932-0211 富山県南砺市井波3222

0763-82-0870

21 富山県木連第 038号

豆本木材工業 株式会社

22 富山県木連第 039号

No.2

合法木材供給事業者認定一覧表
No.

認定番号

事業者(工場)名

31 富山県木連第 057-1号 株式会社 横川組 山見本社工場
富山県木連第 057-2号 株式会社 横川組 井口プレカット工場

（令和元年）
代表者名

分別管理
責任者

郵便番号

横川 信之

上野 繁

932-0231 富山県南砺市山見1260-1

0763-82-1639

横川 信之

嶋倉 崇

939-1873 富山県南砺市池田208-1

0763-64-2010

住 所

ＴＥＬ

32 富山県木連第 058号

宮丸木材 株式会社

宮丸 吉郎

宮丸 吉郎

932-0053 富山県小矢部市石動町12番34号

0766-67-0268

33 富山県木連第 059号

株式会社 島田木材

島田 勝由

野原 政則

932-0232 富山県南砺市山見1755

0763-82-0124

34 富山県木連第 062号

有限会社 平野木材

平野 昭一

平野 昭一

939-2723 富山市婦中町萩島406

076-465-4021

35 富山県木連第 066号

株式会社 アキ

加藤 明博

髙田

932-0862 小矢部市五郎丸62

0766-69-8703

36 富山県木連第 067号

尾久木材工業 有限会社

尾久 𠮷一

尾久 𠮷一

930-0021 富山市今木町5番20号

076-432-3695

37 富山県木連第 068号

有限会社 長島木材

長島

修

長島

修

932-0806 富山県小矢部市水落20

0766-67-1822

38 富山県木連第 070号

昭和住宅資材 株式会社

坂井

渉

坂井

渉

930-0108 富山市本郷2453

076-434-2334

39 富山県木連第 071号

加納木材 株式会社

加納

暁

932-0042 富山県小矢部市西福町11番3号

0766-67-0569

豊

加納 暁

田島 哲朗

竹田 芳一

930-0801 富山市中島2丁目9番41号

076-441-2320

富山県木連第 072-2号 株式会社 田島木材 木材部

田島 哲朗

藤原 宏成

930-0801 富山市中島2-9-41

076-441-2325

富山県木連第 072-3号 株式会社 田島木材 住宅資材部

田島 哲朗

堀田 光男

930-0364 中新川郡上市町横越字正印道2

076-473-2323

40 富山県木連第 072-1号 株式会社 田島木材 本社工場

41 富山県木連第 073号

株式会社 山田木材

山田 昌弘

山田 昌弘

930-0827 富山市上飯野15番地

076-452-0222

42 富山県木連第 074号

株式会社 佐竹木材店

佐竹 剛一

佐竹 剛一

930-0801 富山市中島2-3-18

076-441-6820

43 富山県木連第 075号

タカノホーム 株式会社タカノﾌﾟﾚｶｯﾄ工場

髙野 二朗

桑田 政次

939-2748 富山市婦中町田屋171

076-466-3411

44 富山県木連第 077号

株式会社 早野木材

早野 将彦

早野 将彦

939-0132 富山県高岡市福岡町大滝627-10

0766-64-5464

45 富山県木連第 078号

株式会社 ウッディパーツ

松原 隆泰

垣内 和信

933-0003 富山県高岡市能町750

0766-28-2222

46 富山県木連第 079号

株式会社 松井製材所

松井 良充

松井 良充

939-1637 富山県南砺市福光1522

0763-52-0160

47 富山県木連第 080号

大日本木材防腐 株式会社 北陸営業所

服部 太祐

上田 昭彦

933-0941 高岡市内免3-9-120

0766-28-7680

48 富山県木連第 081号

株式会社 スミカ

炭元 嘉雄

炭元 伸彦

933-0807 高岡市井口本江110

0766-23-5252

49 富山県木連第 082号

有限会社 出木野屋

高島 和人

高島 和人

933-0325 高岡市立野2720

0766-31-1401

50 富山県木連第 083号

株式会社 松田木材

松田

靖

松田 靖

930-0378 中新川郡上市町放士ヶ瀬1001

076-464-1431

51 富山県木連第 085号

夏野土木工業 株式会社

夏野 圭司

中田 実

938-0001 黒部市荒俣2107番地

0765-56-8396

52 富山県木連第 087号

有限会社 大沢木材工業

大澤 義彦

大澤 正彦

938-0806 黒部市前沢2386

0765-52-0493

53 富山県木連第 089号

有限会社 呉羽木材

荒木 美博

荒木 美博

930-0175 富山市願海寺393

076-434-3311

54 富山県木連第 090号

株式会社 青山

青山 育夫

青山 哲也

939-1112 高岡市戸出春日347

0766-63-5351

55 富山県木連第 093号

有限会社 浜林業

濱

正信

濱 正信

935-0277 氷見市棚懸12番地1

0766-76-1008

56 富山県木連第 094号

株式会社 長田組

長田 一政

森 政勝

939-1912 南砺市大島104番地

0763-66-2416

57 富山県木連第 096号

中川工業 株式会社

中川 一郎

中川 一郎

930-1281 富山市東福沢726

076-483-1985

58 富山県木連第 098号

有限会社 井林製材所

井林 和幸

井林 信之

939-0101 高岡市福岡町赤丸396

0766-31-2020

59 富山県木連第 100号

八尾林産

北山 虎雄

北山 虎雄

939-2431 富山市八尾町栃折1149番地

076-458-1450

60 富山県木連第 101号

細木建設 株式会社

細木

昇

谷本千代丸 930-1322 富山市岡田827

61 富山県木連第 102号

神田林業

神田

隆

62 富山県木連第 103号

有限会社 加藤商事

加藤日出夫 加藤日出夫 939-8055 富山市下堀16-1

076-424-5550

63 富山県木連第 104号

有限会社 笹倉木材商店

笹倉 雄平

076-438-1570

神田 隆

935-0051 氷見市十二町383-2

笹倉頌士朗 931-8321 富山市犬島2-2-38

076-483-2938
0766-74-1146

