２件の森林管理認証と １8件のCoC認証公示(2016.7.31)
平成28年8月10日
「一般社団法人 緑の循環認証会議」事務局

２件の森林管理認証と １８件のCoC認証公示 (2016.7.31)
「一般社団法人 緑の循環認証会議」(SGEC) は
今回、２件の森林管理認証（更新１件、認証機関の変更１件）
1８件のCoC管理事業体の認証（新規８件、更新３件、認証機関の変更７件）を
公示します。
これでSGECの森林管理認証森林面積は、１,５０２.６６０．６４ ha となりました。
また、CoC管理事業体数は、現在 ４１６ です。
○ 森林管理認証森林
認証日・取得者

所在地

面積(ha)

認証機関

2016.06.07
西臼杵地区森林認証協議会
森林認証部会

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1063 番地23

1,348.07

西臼杵森林組合内

SGSジャパン株式会社

（認証機関の変更）
2016.07.05
十津川村 村有林

奈良県吉野郡十津川村大字小原225-1

3,484.71 SGSジャパン株式会社

（更新）
○ CoC管理事業体
認証日・事業体名

対象業種

所在地

認証機関

2016.06.03
鈴木建設株式会社

北海道紋別市南が丘町7 丁目20 番1 号

1. SGEC 認証丸太の購入、SGEC 認証製材

・エブリーハウス

北海道紋別市渚滑町9 丁目27 番地

の加工及び販売

（認証機関の変更）

2. SGEC 認証製材の購入、委託によるプレ

SGSジャパン株式会社

カット加工、及びSGEC 認証材を構造材・羽柄
材に使用した住宅のに使用した住宅の設計・
施工、住宅に使用したSGEC 認証構造材・羽
柄材の販売
2016.06.08
株式会社高嶺木材

宮崎県日南市伊比井173 番地1

SGEC 認証丸太の購入、製材加工、外部
委託によるプレカット加工及びSGEC 認証

（認証機関の変更）

SGSジャパン株式会社

製材品／プレカット加工品の販売
昭和マテリアル株式会社

北海道岩見沢市上幌向町542 番地7

（認証機関の変更）
アイ・ホーム株式会社

SGEC 認証丸太の購入、SGEC 認証丸太の保

SGSジャパン株式会社

管、SGEC 認証杭丸太の加工及び販売
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3569-7

SGEC 認証製材の仕入れ、外部委託によるプレ
カット加工、SGEC 認証材を構造材及び羽柄材

（認証機関の変更）

SGSジャパン株式会社

に使用した住宅の設計・施工、住宅に使用した
SGEC 認証構造材・羽柄材の販売
2016.06.13
持永木材株式会社

宮崎県都城市早鈴町2040 番地1

SGEC 認証丸太の仕入れ、製材／プレカット加

・製材工場

宮崎県都城市早鈴町1866 番地4

工、及びSGEC 認証製材品／プレカット加工品

・プレカット工場

宮崎県都城市早鈴町1866 番地10

の販売

・乾燥加工場

宮崎県都城市早鈴町2140 番地3

・貯木場

宮崎県都城市上長飯町2406

SGSジャパン株式会社

（認証機関の変更）
清光林業グループ

大阪府大阪市浪速区幸町2 丁目2 番地20 号

・清光林業株式会社

大阪府大阪市浪速区幸町2 丁目2 番地20 号

認証丸太の搬送及び販売

・上大木材

奈良県橿原市白橿町1-32-17

2. SGEC 認証丸太、木製品の購入、加工及び

・上大 昭

奈良県橿原市白橿町1-32-17

SGEC 認証製材品、木製品の販売

・上大木材産業株式会社

奈良県吉野郡吉野町丹治68

・松尾木材株式会社

奈良県吉野郡吉野町飯貝1-1

・松尾 昭良

奈良県吉野郡吉野町飯貝1-1

・松尾 成浩

奈良県吉野郡吉野町千股996-1

・松尾林業

奈良県吉野郡吉野町飯貝1-1

1. SGEC 認証立木の仕入れ及び伐採、SGEC

SGSジャパン株式会社

・松尾 光泰

奈良県吉野郡吉野町飯貝1-1

・森本 富江

奈良県吉野郡東吉野村中黒336

・森本 利典

奈良県吉野郡東吉野村中黒336

・「利 前田林業

奈良県吉野郡川上村下多古829

・前田 剛

奈良県吉野郡川上村下多古829
（認証機関の変更）

HOP グループ

北海道札幌市中央区北4 条西21 丁目2-1 フジタビル SGEC 認証製材の仕入れ及び加工、
(ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社)

SGEC 認証材を構造材に使用した住宅の設計・

・ハウジングオペレーションアーキテクツ 北海道札幌市中央区北4 条西21 丁目2-1

施工、住宅に使用したSGEC 認証構造材の

株式会社

フジタビル

販売

・ハウジングオペレーション

神奈川県横浜市西区みなとみらい2 丁目2 番1 号

アーキテクツ株式会社東日本支社

クィーンズタワーA 棟

・ハウジングオペレーション

北海道帯広市西2 条南10 丁目20 番地1

SGSジャパン株式会社

アーキテクツ株式会社帯広支社
・HOP ファクトリー株式会社工場
・アトリエアム株式会社

北海道札幌市東区北丘珠5 条4 丁目1 番33 号
北海道札幌市中央区北4 条西21 丁目2-1 フジタビ
ル

（認証機関の変更）
2016.06.15
宮崎県森林組合連合会

宮崎県宮崎市橘通東1 丁目11 番1 号

1. SGEC 認証丸太の受入及び受託販売

・高千穂林産物流通センター

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1996-1

2. SGEC 認証丸太の購入、保管及び販売

・五ヶ瀬林産物流通センター

宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所533

3. SGEC 認証丸太の購入､加工及びSGEC

・東郷林産物流通センター

宮崎県日向市東郷町山陰字長迫1331-2

認証製材品の販売

・宮崎林産物流通センター

宮崎県宮崎市大字広原字鳥之迫6104

・都城林産物流通センター

宮崎県都城市太郎坊町1065

・小林林産物流通センター

宮崎県小林市細野4982-47

・日南林産物流通センター

宮崎県日南市大字東弁分字舞台ケ迫乙2402

・細島木材流通センター

宮崎県日向市竹島町1-104

・東郷木材加工場

宮崎県日向市東郷町山陰字長迫1321-1

SGSジャパン株式会社

（更新）
2016.06.27
美幌町森林組合

北海道網走郡美幌町稲美234-3

（新規）

SGEC 認証丸太の仕入れ及び販売、

SGSジャパン株式会社

及び 100%SGEC 認証製材品の生産及び販売

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

1. SGEC認証丸太/単板/製材品/集成材/加工

・本社工場

徳島県三好郡東みよし町昼間20-11

木材品の購入、SGEC 認証建築材 / 家具部

・昼間工場

徳島県三好郡東みよし町昼間791-1

品 /その他の木製品の外部委託を含む製造、

SGSジャパン株式会社

保管及び販売

（新規）

2. SGEC認証/非認証(DDS)単板/製材品/集成
材/加工木材品及び非認証紙(DDS)の購入、
SGEC認証建築材 / 家具部品/その他の
木製品の外部委託を含む製造、保管及び販売
2016.07.05
児湯広域森林組合

宮崎県西都市小野崎1 丁目18 番地

・西米良支所

宮崎県児湯郡西米良村大字村所136 番地1
（更新）

1. SGEC 認証立木の購入及び伐採、SGEC
認証丸太の木材市場への搬送及び販売

SGSジャパン株式会社

2. SGEC 認証立木の伐採、SGEC 認証丸太の
木材市場への搬送

耳川広域森林組合

宮崎県日向市東郷町山陰辛280 番地1

1. SGEC 認証立木の購入および伐採、

・日向支所

宮崎県日向市東郷町山陰丙1636-1

SGEC 認証丸太の木材市場への搬送および

・美郷支所

宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1

販売

・美郷支所 南郷事業所

宮崎県東臼杵郡美郷町南郷神門3180

2. SGEC 認証立木の伐採、SGEC 認証丸太の

・美郷支所 北郷事業所

宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間401

搬送

・椎葉支所

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1758-1

3. SGEC 認証丸太の購入、SGEC 認証製材

・木材乾燥センター

宮崎県日向市東郷町山陰己916-1

及び木製品の外部委託を含む加工及び販売

・北郷加工センター

宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間996-1

・椎葉加工センター

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1535-16

・椎葉小径木工場

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1445-1

（更新）
2016.07.19
木下林業株式会社

北海道十勝郡浦幌町字帯富86 番地

1. SGEC 認証立木の購入及び外部委託による

SGSジャパン株式会社

伐採並びにSGEC 認証原木の購入、保管

（新規）

SGSジャパン株式会社

及び販売
2. SGEC 認証立木の購入及び外部委託による
伐採並びにSGEC 認証原木の購入、、保管、
3..SGEC 認証製材品の加工及び販売
株式会社サトウ

北海道帯広市西25 条北1 丁目1 番3 号

1. SGEC 認証及びDDS に基づく非認証立木の

・足寄工場

北海道足寄郡足寄町芽登675

購入及び外部委託による伐採、並びにSGEC

・ウッディセンター

北海道帯広市西24 条北1 丁目5 番7 号

認証及びDDS に基づく非認証原木及び製材品

SGSジャパン株式会社

の購入及び保管、SGEC 認証原木及び

（新規）

製材品の販売
2. SGEC 認証及びDDS に基づく非認証立木の
購入及び外部委託による伐採、並びにSGEC
認証及びDDS に基づく非認証原木、製材品
及びエンジニアードウッドの購入及び保管、
SGEC 認証製材品、木製品及びチップの
加工及び販売
3. SGEC 認証チップの購入及び販売
山下木材株式会社

岡山県真庭市富尾218

（新規）

SGEC 認証丸太の購入、SGEC 認証製材品/

SGSジャパン株式会社

木材製品の加工及び販売

真庭地区木材森林認証グループ

岡山県真庭市三田131

1. SGEC 認証立木の購入、伐採及び原木市場

・株式会社徳永製材所

岡山県津山市くめ50-71

への搬送及び販売

・牧野木材工業株式会社

岡山県真庭市草加部288-8

2. SGEC 認証立木の受入、伐採及び原木市場

・小林製材株式会社

岡山県真庭市開田341

への搬送

・中国林業株式会社

岡山県真庭市久世2422

3. SGEC 認証丸太、製材品の受入、保管及び

・鳥越工業株式会社

岡山県真庭市目木1813-1

受託販売

・株式会社トクナガ

岡山県真庭市久世268

4. SGEC 認証丸太、製材品の購入、保管

・株式会社タブチ

岡山県真庭市古見1835-1

及び販売

・株式会社勝山木材市場

岡山県真庭市三田211

5. SGEC 認証丸太の購入、SGEC 認証製材、

・株式会社佐田建美

岡山県真庭市中705

加工品の製造及び販売

・岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合

岡山県真庭市勝山273

・有限会社堀製材所

岡山県真庭市月田7426-1

・有限会社堀住建

岡山県真庭市月田1453-1

・有限会社石岡製材

岡山県真庭市上河内939-2

・有限会社堀材木店

岡山県真庭市月田7398-1

・磯田木材有限会社

岡山県真庭市若代3103

SGSジャパン株式会社

（新規）
江与味製材株式会社

岡山県久米郡美咲町江与味1133

（新規）

1. SGEC 認証原木の購入、保管、販売

SGSジャパン株式会社

2. SGEC 認証原木の購入及び保管、SGEC 認証
製材品及び木材製品の外部委託加工を含む
製造及び販売

2016.07.28
株式会社木商（新規）

長野県長野市北長池字山王沖1862

SGEC 認証製材の購入、保管、加工 、据付

・松本営業所

長野県松本市鎌田1-1-1

及び販売

（新規）

SGSジャパン株式会社

