CoC管理事業体一覧表
[CoC管理事業体]

平成３０年９月３０日

認証番号

名

称

現在

所在地

認証月日

JAFTA-W001 日本製紙木材株式会社

東京都千代田区神田駿府台4-6
御茶ノ水ソラシテイ

30.03.01

JAFTA-W002 有限会社 関西木材建設

高知県幡多郡四万十町大字田野々461

27.03.24

JAFTA-W003 四万十町森林組合

高知県幡多郡四万十町大字瀬里57-3

27.03.24

JAFTA-W005 菊池建設株式会社

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目36番１号

27.04.28

JAFTA-W006 株式会社 南栄

熊本県八代市日置町677-1

27.07.28

JAFTA-W007 新産住拓株式会社

熊本県熊本市南区近見8-9-85

27.07.28

JAFTA-W009 株式会社 ウッディーコイケ

埼玉県秩父市下影森181

28.04.05

JAFTA-W010 株式会社 ウッディアシロ

徳島県三好郡東みよし町足代1135-2

（統合事業体）

徳島木材工業株式会社

徳島県三好郡東みよし町加茂3339

28.05.01

JAFTA-W012 有限会社 田村材木店

栃木県日光市豊田381-4

28.06.28

JAFTA-W013 有限会社 西村材木店

栃木県鹿沼市村井町190-1

28.06.28

JAFTA-W015 株式会社 コトブキ栃木工場

栃木県塩谷郡塩谷町田所1601-12

28.06.28

JAFTA-W016 有限会社 響屋

栃木県宇都宮市中戸祭町2899-25

28.06.28

JAFTA-W017 住友林業フォレストサービス

東京都新宿区西新宿1-23-7

株式会社

新宿ファーストウエスト５階

JAFTA-W018 株式会社 ウッドピア

徳島県美馬市木屋平字川上179

28.09.25

JAFTA-W019 アルボ木材工業株式会社

徳島県阿南市原ヶ崎町居屋敷71

28.09.25

JAFTA-W025 王子木材緑化株式会社

東京都中央区銀座4-7-5

29.02.16

JAFTA-W028 レイホク木材工業協同組合

高知県長岡郡本山町吉野305

29.03.28

JAFTA-W038 住友林業グループ

東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館８階

（統合事業体）

構成員

27社

住友林業㈱、東北木材㈱苫小牧工場、㈱スペー
スパーツ山形、㈱宮本工業仙台工場、恒栄資材
㈱、㈱EWBトーア、㈱ウッデイーコイケ、㈱長谷
川萬治商店、㈱テンサンプレカット事業部、㈱
ひらい 、 ㈱ マ ツ モ ト 、 伊 豆 木 器 ㈱ 、 材 惣 木 材
㈱、㈱マノモクハウジング、丸山木材工業㈱、
矢橋林業㈱、㈱宮本工業和歌山工場、㈱丸紅住
宅資材 、 久 我 木 材 工 業 ㈱ 、 ㈱ 岡 本 銘 木 店 、 ㈱
ウッデ イ パ ー ツ 、 さ ん も く 工 業 ㈱ 、 竹 野 木 材
㈱、三王ハウジング㈱、ランバー宮崎㈿、西日
本クラフト㈱、㈱吉銘

28.09.25

29.10.01

JAFTA-W040 株式会社 阿波林材

徳島県三好市三野町太刀野山字川又3870

29.12.26

JAFTA-W041 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

29.12.26

JAFTA-W042 エコワークス株式会社

福岡県福岡市博多区竹丘町１－５－３２

29.12.26

JAFTA-W043 株式会社 すまい工房

熊本県熊本市中央区水前寺１丁目5番10号２Ｆ

29.12.26

JAFTA-W049 株式会社 瓜守材木店

愛媛県新居浜市阿島1-5-43

29.12.26

JAFTA-W058 株式会社 トライ・ウッド

大分県日田市上津江町川原2810-1

30.03.01

JAFTA-W059 西垣林業株式会社

奈良県桜井市大字戒重137

30.03.01

SGSJP-W009 北海道プレカットセンター株式会社

北海道苫小牧市晴海町41

25.06.02

JAFTA-W060 株式会社 日田十条

大分県日田市大字石井777

30.07.10

JAFTA-W062 株式会社 佐藤製材所

熊本県芦北郡芦北町芦北2190

30.07.10

JAFTA-W063 有限会社 尾方製材

熊本県球磨郡湯前町3042

30.07.10

認証番号

名

称

所在地

認証月日

JAFTA-W064 熊本住拓株式会社

熊本県熊本市近見8-9-85

30.07.10

JAFTA-W067 美馬郡木材協同組合

徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島1501-3

25.12.20

JAFTA-W068 山口製材株式会社

徳島県三好市池田町中西ナガウチ327-1

25.12.20

JAFTA-W070
鹿沼市森林認証協議会
(統合事業 構成員 １１社
体）

栃木県鹿沼市今宮町1688-１ 鹿沼市森林認証協議
会（鹿沼市経済部林政課内）
グループメンバー
栃木県集成材協業組合・ 株式会社 栃毛木材工
業・ 星野工業株式会社・ 鹿沼木工株式会社・ 株
式会社 岩本・ 栃木県森林組合連合会・ 株式会
社 渡辺材木店・ 有限会社 高見林業・サン加
工・有限会社田村材木店・鹿沼市森林組合

28.06.30

JAFTA-W071 有限会社 佐々木設計企画

栃木県日光市文挟299-1

25.12.20

JAFTA-W073 北海道ニッタ株式会社

北海道中川郡幕別町新町115

25.12.20

JAFTA-W074 三津橋農産株式会社

北海道上川郡下川町幸町122

26.03.31

JAFTA-W077 三好木材センター事業協同組合

徳島県三好市三野町加茂野宮156番地１

26.05.15

JAFTA-W086 久開産業株式会社

熊本県人吉市上林町1443

26.12.25

JAFTA-W088 滝上町森林組合

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地
４条2丁目1番地

26.12.25

JAFTA-W089 石谷林業株式会社

鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬1438-1

27.02.28

JAFTA-W090 有限会社 倉地製材所

岐阜県下呂市萩原町羽根408番地

27.02.28

SGSJP-W062 株式会社 北成中林

北海道札幌市東区北21条東18丁目2-28

27.03.31

JAFTA-W099 株式会社 ファイングレーン

北海道旭川市東旭川町旭正226番地

27.06.30

JAFTA-W100 株式会社 九州住拓技術研究所

熊本県球磨郡多良木町多良木8772-67

27.07.28

JAFTA-W102 下川フォレストファミリー株式会社

北海道上川郡下川町南町141番地

27.07.28

JAFTA-W103 エヌ・アンド・イー株式会社

徳島県小松島市和田津開町字北395番地6

（統合事業体）

エヌ・アンド・イー㈱・日新商事㈱・鎌田産業㈲・つ
るぎ木材加工協同組合・日本製紙木材㈱徳島営業所

27.10.10

徳島県徳島市津田海岸町3-28

27.10.10

構成員

５社

JAFTA-W104 マツシマ林工株式会社

JAFTA-W105
北 海 道 士 別 市 西 １ 条 ２ １ 丁 目 471 番 地
三 津 橋 産 業 株 式 会 社 グ ル ー プ
三津橋産業株式会社、道北ハウジングシステム
(統合事業 構成員 3社
協同組合、大成産業株式会社
体）

27.10.10

JAFTA-W111 松阪木材株式会社

三重県松阪市木の郷町２１番地

27.12.01

JAFTA-W115 株式会社 篠原商店

東京都練馬区下石神井5-13-2

28.08.01

JAFTA-W116 甲賀林材株式会社

滋賀県甲賀市水口町杣中160

28.08.01

JAFTA-W117 株式会社 サカモト

鳥取県八頭郡智頭町山根520-1

28.10.01

JAFTA-W119 木頭森林組合

徳島県那賀郡那賀町大戸字春森36

29.05.18

JAFTA-W120 株式会社シンラテック

山口県長門市日置中758-131

29.05.18

JAFTA-W121 有限会社 平子商店

福島県いわき市遠野町入遠野字白鳥132

29.08.01

JAFTA-W123 多良木プレカット共同組合

熊本県球磨郡多良木町多良木8772-67

29.08.31

JAFTA-W125 株式会社 モリチップ

高知県吾川郡いの町枝川1253-1

30.01.31

JAFTA-W126 共栄精密熊本株式会社

熊本県人吉市鬼木町1751-17

25.03.01

JAFTA-W127 鷹乃産業有限会社

熊本県人吉市鬼木町1751-17

25.03.01

SGSJP-W056 フォーエバーウッド事業協同組合

宮崎県都城市丸谷町458

25.03.28

JAFTA-W128 鳥取県中部森林組合

鳥取県倉吉市大原1034-1

30.05.26

認証番号

名

称

所在地

認証月日

東京都千代田区神田神保町3-2-3
神保町プレイス４F

30.05.15

宮城県石巻市潮見町4-3

30.05.01

東京都江東区新木場1-7-22

30.06.01

JAFTA-W131 株式会社 アネシス

熊本県熊本市東区長嶺南8-8-55

30.06.21

JAFTA-W132 株式会社 宝徳

熊本県熊本市中央区中央街4-27

25.06.21

SGSJP-W001 ナイス株式会社資材事業本部

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1
ナイスビル

26.01.09

SGSJP-W002 株式会社 シェルター

山形県山形市松栄1-5-13

JIA-W003 ウイング株式会社
JAFTA-W130 石巻合板工業株式会社
JIA-W004 物林株式会社

KESプレカット工場

JAFTA-W133 丸玉木材株式会社
（統合事業体）

構成員

JIA-W005 岡野木材株式会社
JAFTA-W135 熊本モルダーSGECネットワーク
（統合事業体）

北海道網走郡津別町字新町７番地

7社

SGSJP-W003 株式会社 ティ・エス・シー

構成員

7社

JIA-W006 株式会社 マルダイ
富士山木造住宅協会森林認証材委員会
構成員

１3社

27.12.13

山形県寒河江市米沢東209-1

丸玉産業㈱本社・津別工場・舞鶴工場・大阪支
店・茨城工場・札幌支店・津別単板協同組合

26.05.07

千葉県木更津市瀬浜2-1-53

26.06.03

岩手県久慈市巽町1-25

26.06.19

熊本県熊本市東区鹿帰瀬町463-1
熊本モルダー加工事業（協）・（有）坂田製材
所・（ 株 ） 佐 藤 林 業 ・ （ 合 資 ） 立 山 製 材 所 ・
（株）田中材木店・（株）林田製材・㈱工芸社
ハヤタ

27.02.28

静岡県富士市大淵2410-1

27.04.01

静岡県富士市大渕2410-1
㈱建築工房わたなべ・㈱大功建設・㈲常木工
務店・㈲LOHAS・㈲ダイアリビング・㈱工藤建
設・家和楽工房㈱・イデキョウホーム㈱・三愛
住建㈱・シズカホーム㈱・㈱アクティー・㈱梅
原建設・鳥坂建築㈱

26.03.31

JIA-W008 富士ひのき加工協同組合

静岡県富士市大渕4622番地

26.03.31

JIA-W009 影山木材株式会社

静岡県静岡市葵区若松町103

27.07.01

岩手県滝沢市後268番地56

27.04.28

奈良県五條市住川町1297

27.07.05

JIA-W010 天草地域森林組合

熊本県上天草市楠浦町9949-1

27.07.05

JIA-W011 多良木町森林組合

熊本県球磨郡多良木町大字多良木837-4

27.07.01

JIA-W012 松本産業株式会社

熊本県人吉市西間上町2495

27.07.05

JIA-W013 有限会社 上村林業

熊本県人吉市古仏頂町656-1

27.07.05

JIA-W014 有限会社 足達林業

熊本県人吉市古仏頂町710

27.07.05

JIA-W015 有限会社 藤木産業

熊本県人吉市蓑野町101

27.07.05

JIA-W016 小国町森林組合

熊本県阿蘇郡小国町大字宮原1802-1

27.09.22

JIA-W018 杉山製材所

静岡県静岡市葵区中沢50-2

26.09.15

JIA-W017 株式会社 くまもと製材

熊本県球磨郡あさぎり町深田東字馬場19番地1

27.10.07

JAFTA-W137 有限会社 佐々木林業

北海道足寄郡陸別町字陸別基線308番地

27.10.08

SGSJP-W007 株式会社 ナナミ

静岡県静岡市駿河区豊田1-6-33

27.10.14

JAFTA-W138 北見森づくり協議会
（統合事業
構成員 ６社

北海道北見市桜町3-26-9

JIA-W007
（統合事業体）

JAFTA-W136 有限会社

二和木材

SGSJP-W006 トリスミ集成材株式会社

体）

北見森 づ く り 協 同 組 合 ・ 津 別 地 区 林 業 協 同 組
合・国 安 産 業 ㈱ ・ ㈲ 長 良 木 材 店 ・ 加 賀 谷 木 材
㈱・熊谷林産㈱

27.12.01

認証番号

名

称

所在地

特定非営利活動法人
JAFTA-W139
みなみあいづ森林ネットワーク
（統合事業
構成員 17社
体）

SGSJP-W009 北海道プレカットセンター株式会社

福島県南会津郡南会津町田島字鎌倉崎乙36

認証月日
27.12.01

特定非 営 利 活 動 法 人 み な み あ い づ 森 林 ネ ッ ト
ワーク・㈱関根木材工業・㈲伊南川木材・㈲星
商店・ ㈲ 児 山 製 作 所 ・ ㈱ 芳 賀 沼 製 作 ・ ㈱ オ グ
ラ・㈱二久室井材木店・金中林産合資会社・㈱
大桃建設工業・山星林業㈱・㈱丸惣建設・㈱大
橋工務店・福島県郡山地区木材木工工業団地協
同組合・㈱マストロ・ジェッペット・㈱はりゅ
うウッドスタジオ・㈱星工務店
北海道苫小牧市晴海町41

30.06.02

秋田県南秋田郡五城目町大川字沖面195

27.12.24

JAFTA-W156 全国森林組合連合会

東京都千代田区内神田1-1-12

27.12.26

SGSJP-W011 日田市森林組合

大分県日田市大字庄手850-5

27.12.26

SGSJP-W012 株式会社 泉林業

熊本県人吉市下原田町荒毛1253

27.12.26

SGSJP-W010 児湯広域森林組合

宮崎県西都市小野崎1 丁目18 番地

28.07.05

SGSJP-W013 湯前木材事業協同組合

熊本県球磨郡湯前町馬場4021-1

28.01.28

JAFTA-W151 静岡県森林組合連合会

静岡市葵区追手町9-6

28.01.29

JAFTA-W140 北見広域森林組合

北海道北見市美山町西5丁目50番地212

28.02.01

SGSJP-W014

北海道北見市美芳町9-1-2

JIA-W019 株式会社 宮盛

北見地方木材協会内

北見地方SGECネットワーク
（統合事業体） 構成員 ３６社

北見第一木材㈱・ルベシベ木材工業㈱・㈱遠
藤・赤坂木材㈱・北見チップ㈱・北洋木材工業
㈱・留辺蘂木工㈱・㈱㋥西木材店・大澤木材㈱
常呂工場・協同組合オホーツクウッドピア・協
同組合ウッデイハウスおけと・㈱遠藤組・丸高
産業㈱・㈱横山興林・井上産業㈱・協同組合オ
ホーツクウッドテック・江本木材産業㈱・㈲真
貝林工・加藤木材工業㈱・滝上運輸㈱・㈱グ
リーンたきのうえ・浜中建設㈱・㈱桑原住建・
㈱矢口産業・興雄地区森林育成協同組合・㈱エ
コ・グリーンおこっぺ・王子フォレストリー
(株）道北出張所雄武事務所・野村木材工業㈱・
㈱菊地組・大原建設㈱・茶木建設㈱・置戸地区
林産協同組合・㈱中村経木・北見地方木材協同
組合連合会・㈲佐藤製函工場・相富木材加工㈱

SGSJP-W015 株式会社 荒川材木店

28.02.16

福島県いわき市勿来町窪田道作33-1

28.02.29

静 岡 県 静 岡 市 葵 区 安 西 2-21
カネ信木材㈱、㈱丸吉木材、清水国産材加工事
業協同組合、佐寿興木材店、㈱佐野製材所、静
岡木材業協同組合、萩原製材所、(有)平松材木
店、影山木材㈱本社、富士工場、協同組合ジャ
パンウッド、㈱中部メンテナンス 本社、注入
工場、加工場、倉庫

28.03.25

JIA-W021 株式会社 人吉素材流通センター

熊本県球磨郡相良村大字柳瀬3451番の18

29.12.21

JIA-W022 小国ウッディ協同組合

熊本県阿蘇郡小国町大字上田838番地

29.12.21

JIA-W023 児玉製材合資会社

熊本県阿蘇郡小国町黒渕3468

29.12.21

JIA-W024 肥後木材株式会社

熊本県熊本市東区平山町2986番地11

28.03.25

SGSJP-W017 とかち森林認証協議会

北海道河東郡音更町東通15-5(十勝大雪森林組合内)

28.03.25

SGSJP-W018 十勝広域森林組合

北海道河西郡芽室町東2 条6 丁目1 番地5

28.03.28

SGSJP-W019 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

28.03.31

JAFTA-W141 公益財団法人 東京都農林水産振興財団

東京都立川市富士見町3-8-1

28.03.30

JAFTA-W155 富士森林組合

静岡県富士宮市下条1703番地-1

28.03.30

JAFTA-W157 株式会社 内山商会

東京都世田谷区上北沢5丁目-43番-11号

28.03.31

SGSJP-W021 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

28.04.19

SGSJP-W023 新栄合板工業株式会社

熊本県水俣市袋赤岸海50 番地

29.08.20

JIA-W020 オクシズネット

構成員

(統合事業体）

13社

認証番号

名

称

所在地

認証月日

SGSJP-W024 外山木材株式会社

宮崎県都城市今町7590

28.04.22

SGSJP-W025 都城木材株式会社

宮崎県都城市吉尾町758-1

28.04.22

JAFTA-W142 二宮木材株式会社

栃木県那須塩原市四区町741-5

28.04.27

JAFTA-W143 有限会社 高吟製材所

岩手県岩手郡葛巻町第12地割24-6

28.04.27

JAFTA-W144 智頭町森林組合

鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2081-4

28.04.27

JAFTA-W145 株式会社 清水建設

北海道網走郡津別町字共和51-2

28.05.31

JAFTA-W146 株式会社 工藤工務店

北海道網走郡津別町字旭町10番地1

28.05.31

JAFTA-W147 有限会社 中嶋材木店

東京都あきる野市留原800-1

28.06.30

JAFTA-W149 九州木材工業株式会社

福岡県筑後市大字和泉309-1

28.06.30

JAFTA-W154 くま中央森林組合

熊本県人吉市東間下町3333-1

26.03.31

JAFTA-W158 球磨村森林組合

熊本県球磨郡球磨村神瀬甲1130

26.03.31

SGSJP-W026 山佐木材株式会社

鹿児島県肝属郡肝付町前田2090

28.04.25

SGSJP-W027 株式会社ゲンボク

徳島県徳島市中昭和町1丁目-3番地

28.04.29

JIA-W025 齋藤木材工業株式会社

長野県小県郡長和町古町4294

28.05.12

JIA-W026 林ベニア産業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4-8-4

28.05.12

SGSJP-W029 西諸地区森林組合

宮崎県小林市細野251 番地1

28.05.12

SGSJP-W030 ようてい森林組合

北海道虻田郡京極町春日170 番地

29.10.01

千葉県白井市中445-4

28.05.25

JIA-W027 株式会社 フジックス
SGSJP-W032

丸善木材グループ
（統合事業体） 構成員 ３社

北海道釧路郡釧路町桂４－１５(丸善木材(株)）
丸善木材 (株 )釧 路事 業所 ,茶 内事 業所 ,札 幌工
場・厚岸木材工業（協）厚岸本部,茶内工場・厚
浜木材加工（協）

28.05.30

SGSJP-W034 都城森林組合

宮崎県都城市早鈴町5085番地

28.05.31

SGSJP-W039 久保産業株式会社

宮崎県都城市五十町1388番地

28.05.31

北海道常呂郡置戸町字置戸164番地
(新生紀森林組合内事務局)
２１世紀循環の森づくり推進協議会
新生紀森林組合・熱海産業㈱・㈲三好木材店・
SGSJP-W035 構成員 ８社
㈲三好産業・㈲ログアート宮本・㈲安達建設・
北進工業㈱・置戸林産流通加工協同組合連合会

28.05.31

SGSJP-W036 苫小牧広域森林組合

北海道勇払郡むかわ町穗別433 番地

28.05.31

SGSJP-W038 耳川広域森林組合

宮崎県日向市東郷町山陰辛280-1

28.07.05

SGSJP-W040 ランバー宮崎協同組合

宮崎県宮崎市高岡町上倉永2515

28.06.01

SGSJP-W041 株式会社 川上木材

宮崎県宮崎市跡江4325-1

28.06.01

SGSJP-W042 株式会社 よつばハウジング

北海道稚内市声問4-30-14

28.06.01

SGSJP-W044 紋別木材協同組合

北海道紋別市花園町2-53-3

28.06.02

SGSJP-W045 宮崎中央森林組合

宮崎県宮崎市高岡町花見2987番地6

28.06.02

SGSJP-W047 佐藤木材工業グループ

北海道紋別市上渚滑町4-1
佐藤木材工業（株）・やまさ協同組合・（有）伊藤木
工場・やまさ林業（株）

28.06.02

SGSJP-W048 越井木材工業株式会社

大阪市住之江区平林北1-2-158

26.06.03

SGSJP-W049 株式会社 大忠 宮崎支店

宮崎県日向市大字日知屋17062－39

30.03.28

SGSJP-W050 横内林業株式会社 紋別事業所

北海道紋別市渚滑町9-26

26.06.03

SGSJP-W051 鈴木建設株式会社

北海道紋別市南が丘町7-20-1

26.06.03

SGSJP-W052 紋別林産加工協同組合

北海道紋別市元紋別229-3

26.06.03

（統合事業体）

構成員

４社

（更新）

認証番号

名

称

所在地

認証月日

SGSJP-W053 構成員 ４社

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1063-23
臼杵森林組合内事務局
抜屋林業（有）、西臼杵森林組合、
㈱マルサン、㈱佐藤木材

SGSJP-W054 北海道森林組合連合会

北海道札幌市中央区北2条西19丁目1番地9

28.06.6

SGSJP-W055 木脇産業株式会社

宮崎県都城市丸谷町458

26.06.6

SGSJP-W056 フォーエバーウッド事業協同組合

宮崎県都城市丸谷町458（木脇産業株式会社内）

28.06.07

SGSJP-W057 永島林業株式会社

宮崎県小林市堤2900番地3

28.06.08

SGSJP-W058 オホーツクSGEC建築推進ネットワーク

北海道紋別市幸町1-1-15

西臼杵地区森林認証協議会素材生産部会

（統合事業体）

西

28.06.03

北栄建設産業㈱内

北栄建設産業㈱・北一土建㈱・㈱川村建設・高
桑建設㈱・㈱大和・㈲板谷建設・北出建設㈱・
㈱丸晃阿部建設・成鈴工務店・㈲匠建設・島田
建具製作所・岩田工務店

28.06.08

SGSJP-W059 株式会社 高嶺木材

宮崎県日南市大字伊比井173-1

28.06.08

SGSJP-W061 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

28.06.08

SGSJP-W063 清光林業グループ

大阪市浪速区幸町2-2-20

28.06.13

（統合事業体）

構成員

１２社

構成員６社＋個人８人

SGSJP-W064 HOPグループ
（統合事業体）

構成員

３社

清光林業㈱・上大木材・上大木材産業㈱・松尾木
材㈱・松尾林業・前田林業・個人８名

北海道札幌市中央区北4条西21丁目2番1号

30.06.02

ハウジングオペレーションアーキテクツ㈱・HOP
ファクトリー㈱・アトリエアム㈱

SGSJP-W065 持永木材株式会社

宮崎県都城市早鈴町2040-1

28.06.13

SGSJP-W066 佐藤林業株式会社

北海道北見市とん田東町635

28.06.20

SGSJP-W067 美幌町森林組合

北海道網走郡美幌町稲美234-3

28.06.27

SGSJP-W068 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

28.06.27

JIA-W028 熊本県森林組合連合会

熊本県熊本市東区下南部2-1-55

28.06.30

JIA-W029 球磨プレカット株式会社

熊本県球磨郡湯前町5337

28.06.30

JIA-W030 江間忠木材株式会社

東京都中央区晴海3-3-3

28.06.30

SGSJP-W069 テクノウッドワークス株式会社

栃木県鹿沼市さつき町16-1

28.06.30

SGSJP-W070 有限会社 瀬上製材所

北海道中川郡幕別町字千住42番6

28.06.30

SGSJP-W071 オムニス林産協同組合

北海道中川郡幕別町字千住42番6

28.06.30

SGSJP-W072 木下林業株式会社

北海道十勝郡浦幌町字帯富86 番地

28.07.19

SGSJP-W073 株式会社サトウ

北海道帯広市西25 条北1 丁目1 番3 号

28.07.19

SGSJP-W074 山下木材株式会社

岡山県真庭市富尾218

28.07.19

SGSJP-W075 真庭地区木材森林認証グループ

岡山県真庭市三田131
株式会社徳永製材所・牧野木材工業株式会社・
小林製材株式会社・中国林業株式会社・鳥越工
業株式会社・株式会社トクナガ・株式会社タブ
チ・株 式 会 社 勝 山 木 材 市 場 ・ 株 式 会 社 佐 田 建
美・岡山県北部薪炭雑穀販売協同組合・有限会
社堀製材所・有限会社堀住建・有限会社石岡製
材・有限会社堀材木店・磯田木材有限会社
株式会社三謳・真庭木材市売株式会社・株式会
社フオレスト小出・株式会社シバタ林業・有限
会社寿園・有限会社向井林業・国六株式会社新
庄事業所・うじひら木材産業株式会社・有限会
社古谷木材・磯田林業株式会社

（統合事業体）

構成員

２５社

SGSJP-W076 江与味製材株式会社

28.07.19

岡山県久米郡美咲町江与味1133

28.07.19

JIA-W031 東北木材株式会社

秋田県能代市字大森山1-18

28.07.22

JIA-W032 株式会社門脇木材

秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉135

28.07.22

JIA-W033 多摩木材センター協同組合

東京都西多摩郡日の出町大久野7689

28.07.22

JIA-W034 上球磨森林組合

熊本県球磨郡水上村岩野160

28.07.22

認証番号

名

称

JIA-W035 五木村森林組合

所在地

認証月日

熊本県球磨郡五木村甲2672番地33

28.07.22

SGSJP-W078 株式会社木商

長野県長野市北長池字山王沖1862

28.07.28

SGSJP-W077 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

28.08.03

SGSJP-W079 株式会社戸川木材

岡山県新見市哲西町矢田3569-1

28.08.17

SGSJP-W080 株式会社板坂林業

岡山県美作市豊国原981-7

28.08.15

広島県呉市広多賀谷３丁目１－１
本社工場、鹿島工場、名古屋事業所、東海事業
所、伊万里事業所、日向工場、岡山センター、
大阪センター、東北センター、西九州木材事業
（協）、（株）光プレカット、長良川木材事業
（協）、宮の郷木材事業（協）

28.08.01

JAFTA--W161
浦幌林産協同組合
（統合事業
構成員 ３社
体）

北海道十勝郡浦幌町帯富９７－３
井原林産株式会社、北村林業株式会社、
(有)山二伊東産業

28.08.01

JAFTA-W162 志田材木店

新潟県長岡市新組町2327番地

28.08.01

JAFTA-W148
(統合事業
体）

SGSJP-W081

中国木材グループ
構成員 13社

兼松サステック株式会社木材・住建事
東京都中央区日本橋浜町3-3-2トルナーレ日本橋浜 28.08.18
業部

JAFTA-W163 飯伊森林組合

長野県飯田市常磐町３０

28.09.01

JAFTA-W164 長野県森林組合連合会

長野県長野市大字中御所字岡田３０－１６

28.09.01

JAFTA-W165 東信木材センター協同組合連合会

長野県小諸市甲字鞍掛４７４７

28.09.01

JAFTA-W166 株式会社ウエキ産業

福岡県大川市大字九網357-1

28.09.01

JAFTA-W170 双葉林業合資会社

長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口795-1

28.09.01

SGSJP-W082 有限会社沖倉製材所

東京都あきる野市伊奈1038

28.09.08

SGSJP-W083 丸宇住宅資材株式会社

千葉県千葉市美浜区新港８８

28.09.08

JIA-W036

秋田製材協同組合

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台120-46

28.08.18

JIA-W037

水俣芦北森林組合

熊本県水俣市小津奈木４７３番地１

28.08.26

JIA-W038

池見林産工業株式会社

大分県大分市坂ノ市中央１丁目３番４８号

28.08.26

JIA-W039

協和木材株式会社

福島県東白河郡塙町大字西河内字鶴巻田１０番地

28.08.26

SGSJP-W085 熊本木材株式会社

熊本県熊本市平山町３０５２

28.09.18

SGSJP-W086 株式会社キーテック

千葉県木更津市木材港１５

28.09.30

JAFTA-W167 有限会社中村ツキ板

福岡県大川市鐘ヶ江６７７番地

28.10.01

JAFTA-W168 協同組合遠野グルーラム

岩手県遠野市青笹町中沢８地割１番２

28.10.01

JAFTA-W171 有限会社トマト

福岡県大川市向島１７６６

28.10.01

JAFTA-W172 有限会社浜中材木店

東京都西多摩郡日の出町大久野８５４－３

28.10.01

JIA-W040

株式会社沓澤製材所

秋田県大館市釈迦内字街道上１５４

28.09.29

JIA-W041

株式会社アラ井

埼玉県飯能市大字永田３３４番地の１

28.09.29

JIA-W042

網走地区森林組合

北海道網走市南８条東４丁目９番地の１

28.10.21

SGSJP-W089 木村木材工業株式会社

埼玉県北本市深井６－８０

28.10.27

SGSJP-W087 阪和興業株式会社

東京都中央区築地１－１３－１

28.10.31

SGSJP-W091 ウッドリンク株式会社

富山県射水市寺塚原４１５

28.11.25

SGSJP-W090 さんもく工業株式会社

岡山県岡山市南区海岸通２丁目６－３

28.11.25

JAFTA-W173 大河原木材株式会社

埼玉県飯能市大河原８９

28.11.1

静岡県富士市中之郷６４８－１

28.11.18

JAFTA-W082
日新グループ
(統合事業
構成員 4社
体）

鳥取県境港市西工業団地８８
（日新林業株式会社、株式会社日新、湖北べニ
ヤ株式会社、島根合板株式会社）

28.12.1

JAFTA-W169 東京都森林組合

東京都西多摩郡日の出町平井２７５９

28.12.1

JAFTA-W174 白石物産株式会社

栃木県鹿沼市茂呂２６２７－１

28.12.1

JAFTA-W175 株式会社ハルキ

北海道茅部郡森町字姫川11番地１３号

28.12.1

SGSJP-W092 河野興産株式会社

愛媛県松山市西垣生町1740番地６

28.12.8

JIA-W043

株式会社ノダ

木材部

富士川事業所

認証番号

名

称

所在地

認証月日

SGSJP-W084 株式会社神子沢林業

山梨県山梨市東1760-10

SGSJP-W093 吉野銘木製造販売株式会社

奈良県吉野郡下市町新住991-1

28.12.16

佐賀県伊万里市山代町楠久津145番地30

28.12.19

SGSJP-W088 三井物産フォレスト

東京都中央区日本橋三丁目3番6号

28.12.20

SGSJP-W095 株式会社那賀ウッド

徳島県那賀郡那珂町吉野字弥八かへ1番

JAFTA-W176 株式会社山上木工

北海道網走郡津別町達美147-6

29.1.1

JAFTA-W177 愛媛県森林組合連合会

愛媛県松山市三番町四丁目4-1

29.1.1

JAFTA-W178 久万広域森林組合

愛媛県上浮穴郡久万高原町久万265番地3

29.1.1

JAFTA-W179 内子町森林組合

愛媛県喜多郡内子町五百木186番地2

29.1.1

JAFTA-W180 株式会社久万木材市場

愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲351番地の1

29.1.1

JAFTA-W181 有限会社長田相互製材所

愛媛県上浮穴郡久万高原町入野1098

29.1.1

JAFTA-W182 有限会社大孝木材

愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬甲2877番地の1

29.1.1

JAFTA-W183 株式会社長田材木店

愛媛県上浮穴郡久万高原町下野尻甲21番地

29.1.1

JAFTA-W184 農事組合法人久万高原特産物加工組合

愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川甲393

29.1.1

JAFTA-W185 愛媛林産商事株式会社

愛媛県松山市西垣生町1728番地3

29.1.1

JAFTA-W186 松山林材有限会社

愛媛県松山市西垣生町314-2

29.1.1

JAFTA-W199 征矢野建材株式会社

長野県松本市笹賀7116-1

29.1.1

JAFTA-W200 株式会社エトウ

福岡県大川市大字鐘ヶ江227-2

29.1.1

JAFTA-W201 有限会社中村満材木店

福岡県大川市酒見594-2

29.1.1

東京都千代田区大手町１－３－２

29.1.24

SGSJP-W097 ジャパン建材株式会社 木材部

東京都江東区新木場1-7-22

29.2.10

SGSJP-W099 株式会社天童木工 本社・工場

山形県天童市乱川１－３－１０

29.2.15

JAFTA-W187 有限会社成瀬製材所

愛媛県松山市高岡町４５１－１

29.2.1

JAFTA-W188 愛媛プレカット株式会社

愛媛県松山市西垣生町１７４０－５

29.2.1

JAFTA-W189 大木坑木有限会社宇和島出張所

愛媛県宇和島市三間町増田３８９

29.2.1

JAFTA-W190 宇和国産材加工組合

愛媛県西予市宇和町野田４００番地４

29.2.1

JAFTA-W191 宇摩森林組合

愛媛県四国中央市具定町465番地５

29.2.1

JAFTA-W192 三王ハウジング株式会社

愛媛県新居浜市阿島１－５－３５

29.2.1

JAFTA-W193 株式会社宇和原木市場

愛媛県西予市宇和町加茂３２３

29.2.1

JAFTA-W194 有限会社マルヨシ

愛媛県八幡浜市若山2番耕地１５番地

29.2.1

JAFTA-W195 株式会社日吉原木市場

愛媛県北宇和郡鬼北町大字上鍵山５２３番地

29.2.1

JAFTA-W196 南予森林組合

愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市２２１番地

29.2.1

JAFTA-W197 菊池木材株式会社

愛媛県西予市宇和町河内９４

29.2.1

JAFTA-W198 八幡浜官材協同組合

愛媛県大洲市成能字大地原甲510番５

29.2.1

JAFTA-W209 株式会社小池住建

茨城県常陸太田市上高倉町５４９

29.2.1

SGSJP-W098 島﨑木材株式会社

埼玉県行田市桜町１－２２－１４

29.2.14

SGSJP-W100 埼玉森林ネットワーク

埼玉県比企郡小川町高谷2466-4埼玉県中央森林
組合

29.2.17

福井県福井市羽水3丁目１１０番地

29.2.27

JAFTA-W202 越智今治森林組合

愛媛県今治市玉川町法界寺甲１１４番地１

29.3.1

JAFTA-W203 株式会社 共栄木材

愛媛県伊予市三秋１１３０－１

29.3.1

JAFTA-W204 株式会社 日野相互製材所

愛媛県伊予市下吾川１６２６－１

29.3.1

JAFTA-W205 株式会社 ランベックス愛媛

愛媛県松山市南吉田町２４５５番地

29.3.1

JAFTA-W206 株式会社 サカワ

愛媛県東温市南方２２１５－１

29.3.1

JAFTA-W207 株式会社 鶴居商店

愛媛県松山市西垣生町１７４０－２

29.3.1

JAFTA-W210 株式会社 カネト

長野県南佐久郡小海町大字千代里２９５９番地
２

29.3.1

JIA-W044

JIA-W045

JIA-W046

株式会社伊万里木材市場

住友林業株式会社

ふくいウッド認証ネットワーク

28.9.7

ワカ末ビル

28.12.26

認証番号

名

称

所在地

認証月日

JAFTA-W222 有限会社 東部産業

福岡県うきは市吉井町富永１７７９番地１

29.3.1

SGSJP-W102 セイホク石巻グループ

東京都文京区本郷１丁目２５番５号

29.3.13

SGSJP-W101 カリモク家具株式会社

愛知県知多郡東浦町大字藤江字皆栄町１０８

29.3.16

熊本県菊池市旭志伊坂５２４番地

29.3.28

SGSJP-W104 株式会社 林友木材センター

長野県松本市渚４－１－１

29.3.31

SGSJP-W103 株式会社 KEY BOARD

東京都足立区花畑８－１０－５

29.3.16

JIA-W047

菊池森林組合

JIA-W049

日青木材株式会社

東京都江東区新木場３－９－９

29.3.29

JIA-W050

日本製紙株式会社

東京都千代田区神田駿河台４－６

29.3.29

JIA-W048

株式会社

福井県福井市西開発４丁目６１１番地

29.3.29

古崎

JAFTA-W211 青木製材有限会社

栃木県日光市明神１４１４

29.4.1

JAFTA-W212 株式会社 大和木材

栃木県日光市小代３４８

29.4.1

JAFTA-W213 有限会社 手塚木材店

栃木県日光市瀬川１１６３－２

29.4.1

JAFTA-W214 有限会社 生井材木店

栃木県日光市小倉８１８

29.4.1

JAFTA-W215 日光木材工業合資会社

栃木県日光市本町９－２９

29.4.1

JAFTA-W216 有限会社 丸久木工所

栃木県日光市平ヶ崎６５４－１

29.4.1

JAFTA-W217 有限会社 丸ちょん木材

栃木県日光市倉ヶ崎新田２１－５

29.4.1

JAFTA-W218 株式会社 ヤギサワ

栃木県日光市瀬尾２５２

29.4.1

JAFTA-W219 有限会社 山勝商店

栃木県日光市板橋２９４５

29.4.1

JAFTA-W220 株式会社 ヨネザワ・フォレスト

栃木県日光市今市９７－１１

29.4.1

JAFTA-W221
信州木材認証製品センターCoC部会
(統合事業 構成員
１７社
体）

長野県長野市岡田町３０－１６
㈱青木屋・上田第三木材合資会社・㈱勝野木
材・㈲カネホ木材・㈱川西・㈱木曽アルテック
社・小林木材㈱・㈲須江林産・田村木材㈱・㈲
中島林業・根羽村森林組合・㈱樋沢産業・平澤
林産㈲・北信木材生産センター協同組合・瑞穂
木材㈱・㈱吉本・林友ハウス工業㈱

29.4.1

JAFTA-W224 北海林友株式会社

北海道帯広市東２条南１１－２０

29.4.1

JAFTA-W225 株式会社 クネット

東京都台東区上野１－１４－３

29.4.1

SGSJP-W106 金子製材株式会社

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬５８５９－２

29.4.7

JAFTA-W227 株式会社 市川屋

神奈川県厚木市七沢３０５

29.5.1

東京都港区虎ノ門２－２－１ＪＴビル

29.6.1

JIA-W051

ＳＭＢ建材株式会社

JIA-W052

院庄林業株式会社

岡山県津山市二宮２２－１

29.6.29

JIA-W054

セブン工業株式会社

岐阜県美濃加茂市牧野１００６番地

29.6.29

JAFTA-W223 有限会社 杉森

愛媛県西条市大町733番地１

29.5.1

JAFTA-W226 株式会社 ミトモク

茨城県水戸市千波町１８８４番地

29.5.1

JAFTA-W229 石川県森林組合連合会

石川県金沢市東蚊爪町１丁目23番１

29.6.1

JAFTA-W228 構成員４社

長野県南佐久郡川上村大字大深山５４２番地
南佐久北部森林組合、南佐久中部森林組合、南
佐久南部森林組合、佐久森林組合

29.7.1

JAFTA-W232 帝国器材株式会社

東京都足立区江北２－４－２７

29.7.1

SGSJP-W109 北材商事株式会社

大阪府吹田市江坂町１－２１－１０

29.7.18

木質素材本部

Jforest信州佐久CoC協議会

JIA-P001

富士地区林業振興対策協議会（静岡県富
静岡県富士市大淵６９７９－５（富士市森林組
士山世界遺産センタープロジェクトCoC認
合内）
証）

29.7.18

JIA-W055

株式会社テンサン

千葉県八街市八街は４９－９

29.7.18

JIA-W056

株式会社共和

静岡県富士宮市浅間町１２番１５号

29.7.18

JAFTA-W230 大阪府森林組合

大阪府高槻市大字原１０５２番地の１

29.8.1

JAFTA-W231 高知県森林組合連合会

高知県南国市双葉台７番地１

29.8.1

SGSJP-W110 佐伯広域森林組合
JIA-W058

岡本銘木店プレカット事業部三田工場

大分県佐伯市宇目大字南田原２８３番地２

29.8.4

兵庫県三田市大川瀬字大滝１５１０番地１

29.8.25

認証番号
JIA-W057

名

称

所在地

認証月日

東京都練馬区豊玉北４－１２－１

29.8.25

JAFTA-W233 社会福祉法人 泉会 就労日の出舎

東京都西多摩郡日の出町平井３０３０

29.9.1

JAFTA-W236 田村森林組合

福島県田村市常葉町西向字堂ヶ入６２－７

29.9.1

JAFTA-W237 株式会社 平川木材工業

福岡県うきは市浮羽町朝田５７２

29.9.1

SGSJP-W111 島田小割製材所

東京都江東区新木場２－１０－１１

29.9.8

SGSJP-W112 社会福祉法人 幸仁会

埼玉県深谷市本田７０８０－８

29.9.22

JAFTA-W234 南加賀木材協同組合

石川県小松市那谷町金１番地

29.10.1

JAFTA-W235 株式会社 中東

石川県能美市岩内町ヤ１番地９

29.10.1

JAFTA-W239 かが森林組合

石川県小松市長谷町ヨ２４４番地

29.10.1

JIA-W059

八正建設

国頭村森林組合

沖縄県国頭郡国頭村字与那１２５８

29.10.6

東京都東大和市中央１－１－５

29.10.19

東京都江東区新木場１－１８－８

29.10.31

北海道広尾郡大樹町鏡町１番地４１

29.11.1

山形県最上郡金山町大字山崎３４－５（金山町
森林組合内） (金山町森林組合、有限会社三英
クラフト、最上広域森林組合）

29.11.3

JAFTA-W240 西予市森林組合

愛媛県西予市野村町野村１２号６１９番地

29.11.3

JAFTA-W241 株式会社 西窪木材

愛媛県伊予郡砥部町高市１１３４－１

29.11.3

JAFTA-W242 株式会社 角繁

秋田県秋田市中通二丁目１番２２号

29.11.3

JAFTA-W243 群馬県森林組合連合会

群馬県前橋市上大島町１８２－２０

29.11.3

JAFTA-W244 株式会社 木谷製材所

熊本県葦北郡芦北町大字白木１１１７

29.11.3

SGSJP-W115 丸八木材株式会社

千葉県市川市田尻３－２－２７

29.11.8

SGSJP-W116 株式会社 ＡＲＳ

東京都足立区新田１－１７－１６

29.11.14

SGSJP-W119 株式会社 五感

東京都江東区新木場１－１６－１３

29.11.30

徳島県徳島市川内町平石住吉２０９番地５

29.11.24

東京都あきる野市渕上２１１－４

29.12.11

秋田県秋田市南通亀の町南通６番４０号
（秋田県素材生産流通協同組合、(有)新林林
業、(有)山田造材部、米代トラック㈱、㈱小松
組、㈱堀川林業、北日本索道㈱）

29.12.1

SGSJP-W125 株式会社 吉銘

奈良県磯城郡田原本町大字味間４３６

30.1.11

SGSJP-W126 株式会社 ＢＢウッドジャパン

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1-908

30.1.16

東静モク木サークル
（有）小寺製材所、玉穂木材工業㈱、㈱
SGSJP-W127 ファイン・ホーム、静東森林経営協同組
(統合事業
合、㈱万年屋、（有）函南製材所、㈱田
体）
代商店、（有）渡邊木材、芹澤木材工業
㈱、㈱芝誠、㈱マルエ

静岡県御殿場市二枚橋１７３－２０

30.1.17

秋田県秋田市御所野湯本三丁目１－５

30.1.25

SGSJP-W118 株式会社東京チェンソーズ

東京都西多摩郡檜原村６５４

29.11.20

SGSJP-W117 ウッドエナジー協同組合

宮崎県日南市南郷町榎原更２０９１番地

29.11.20

一般社団法人多摩産材活用あきがわ木工
SGSJP-W121 連

東京都あきる野市舘谷２２３－１０

29.12.11

SGSJP-W122 有限会社小野木工製作所

東京都あきる野市草花６８６－２

29.12.11

SGSJP-W124 天理集成材株式会社

奈良県天理市西長柄町７１０

29.12.25

SGSJP-W128 岡山県森林組合連合会

岡山県岡山市北区岡南町２－５－１０

30.2.7

SGSJP-W129 昭和木材株式会社

北海道旭川市２条通２３丁目右１号

30.2.19

SGSJP-W113 株式会社 タカキ
JIA-W060

東京木材問屋協同組合

SGSJP-W114 有限会社八巻木材店
JAFTA-W238 最上金山森林認証協議会CoC部会
(統合事業体）

JIA-W061

構成員

３社

公益社団法人徳島森林づくり推進機構

SGSJP-W123 有限会社橋本建具工業
JAFTA-W041 秋田県素材生産流通協同組合
(統合事業体) 構成員

JIA-W062

7社

山二建設資材株式会社

JIA-W063

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

30.2.28

JIA-W064

株式会社河本組

広島県山県郡安芸太田町大字遊谷６６５－１

30.2.28

JAFTA-W246 福島県森林組合連合会

福島県福島市中町５番１８号

30.3.1

JAFTA-W247 株式会社九州木材市場

大分県日田市大字三和２７２６－１０

30.3.1

SGSJP-W130 吉田製材株式会社

奈良県桜井市吉備５５７

30.3.14

認証番号

名

称

所在地

SGSJP-W131 株式会社サイプレス・スナダヤ

認証月日

愛媛県西条市小松町新屋敷甲１１７１－１

30.3.22

大阪府大阪市住之江区平林北１－２－１５８

30.3.23

SGSJP-W133 大分CoC森林認証協議会

大分県大分市古国府内山１３３７－２０

30.4.25

SGSJP-W134 株式会社茨城木材相互市場

茨城県水戸市渋井町５０番地

30.5.3

三重県熊野市井戸町４１８５－１８

30.5.28

岩手県久慈市夏井町大崎１５－１－１

30.7.1

大阪府堺市堺区築港南町４番地

30.7.30

東京都あきる野市舘谷２２３－１０

30.8.30

静岡県富士宮市西町１１－２

30.8.30

JAFTA-W250 株式会社門脇木材

秋田県仙北市田沢湖卒田字柴倉１３５

30.9.1

SGSJP-W138 株式会社小嶋工務店

東京都小金井市前原町５－８－１５

(統合事業体） 構成員２社

一般社団法人TOKYO WOOD普及協会

30.9.7

JIA-W065

JIA-W066

南河内の伝統・文化の継承と森林資源の
利用促進の為の協議会

野地木材工業株式会社

JAFTA-W248 有限会社 マルヒ製材
JIA-W067

日本ノボパン工業株式会社

SGSJP-W137 秋川木材協同組合
JIA-W068

SGEC-CoC富士山

ＣｏＣ管理事業体
認証番号

合計

６１４社

記号表示

JAFTA：（一社）日本森林技術協会
JIA： （一財）日本ガス機器検査協会
SGSJP: SGSジャパン株式会社

http://www.jafta.or.jp/
http://www.jia-page.or.jp
http://jp.sgs.com

