格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

釧路郡釧路町桂4丁目15番地

農林物資の種類

廃止年月日

備考

製材

平成22年5月6日

北林検認定
第1号に統合

2

丸善木材株式会社

釧路郡釧路町桂4丁目15番地

丸善木材株式会社防腐工場

3

王子木材緑化株式会社北海道支店

札幌市清田区北野2条2丁目20番3号

王子木材緑化株式会社北海道支店再
苫小牧市晴海町21番地
割工場

製材

平成22年3月31日

4

王子木材緑化株式会社北海道支店

札幌市清田区北野2条2丁目20番3号

王子木材緑化株式会社北海道支店乾
苫小牧市晴海町21番地
燥工場

製材

平成22年3月31日

5

王子木材緑化株式会社北海道支店

札幌市清田区北野2条2丁目20番3号

王子木材緑化株式会社北海道支店富
沙流郡日高町富川南4丁目5-17
川製材工場

製材

平成21年5月30日

6

王子木材緑化株式会社北海道支店

札幌市清田区北野2条2丁目20番3号

王子木材緑化株式会社北海道支店富
沙流郡日高町富川南4丁目5-17
川乾燥工場

製材

平成21年5月30日

7

門別木材産業株式会社

沙流郡日高町門別本町58番地

門別木材産業株式会社ツーバイフォー
沙流郡日高町富川西11丁目1059
工場

8

門別木材産業株式会社

沙流郡日高町門別本町58番地

門別木材産業株式会社加工センター

沙流郡日高町門別本町58番地

製材

平成29年6月30日 工場移転

9

門別木材産業株式会社

沙流郡日高町門別本町58番地

門別木材産業株式会社加工センター

沙流郡日高町門別本町58番地

製材

平成20年1月10日

11

株式会社丹治秀工業

苫小牧市字植苗192番地の2

株式会社丹治秀工業駒里工場

千歳市駒里2211-1

14

篠原木材株式会社

夕張郡栗山町中央3丁目１53

篠原木材株式会社製材工場

夕張郡栗山町中央3丁目１53

製材

平成24年12月28日

20

倶知安製材工業株式会社

虻田郡倶知安町南4条西4丁目3番地

倶知安製材工業株式会社加工工場

虻田郡倶知安町南4条西4丁目3番地

製材

平成28年3月30日

1

枠組壁工法構造用製材 平成29年6月30日 工場移転

枠組壁工法構造用製材 平成22年5月20日

北林検認定
第10号に統合

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類

廃止年月日

備考

22

西尾木材株式会社

札幌市白石区菊水2条1丁目2番5号

西尾木材株式会社苫小牧乾燥工場

苫小牧市晴海町35番地

製材

平成22年5月20日

北林検認定
第21号に統合

24

北見木材株式会社

札幌市手稲区曙2条3丁目2番20号

北見木材株式会社乾燥工場

札幌市手稲区曙2条3丁目2番20号

製材

平成22年5月20日

北林検認定
第23号に統合

26

大浦木材株式会社

白老郡白老町末広町1丁目5番27号

大浦木材株式会社乾燥工場

白老郡白老町末広町1丁目5番27号

製材

平成22年5月20日

北林検認定
第25号に統合

27

有限会社銘木工業

沙流郡日高町新町3丁目404番地2

有限会社銘木工業製材工場

沙流郡日高町新町3丁目404番地2

製材

平成20年10月10日

28

雄別林業株式会社

釧路郡釧路町桂5丁目4番地2

雄別林業株式会社新野工場

釧路市新野24番996

製材

平成21年3月31日

29

株式会社島津商店

根室市汐見町1丁目16番地

株式会社島津商店根室製材工場

根室市汐見町1丁目16番地

製材

平成22年5月31日

30

田家木材株式会社

根室市月岡町2丁目90番地

田家木材株式会社釧路工場

釧路郡釧路町国誉1丁目3番地

製材

平成25年5月31日

31

阿寒産業開発株式会社

釧路市阿寒町北町2丁目27番1号

阿寒産業開発株式会社製材工場

釧路市阿寒町北町2丁目27番1号

製材

平成24年7月31日

32

玉川木材工業株式会社

足寄郡足寄町旭町4丁目90番地

玉川木材工業株式会社製材工場

足寄郡足寄町旭町4丁目90番地

製材

平成22年3月31日

34

髙橋木工場

根室市平内町1丁目16番地

髙橋木工場

根室市平内町1丁目16番地

製材

平成22年5月31日

35

坂木材工業株式会社

苫小牧市旭町1丁目1番14号

坂木材工業株式会社加工工場

苫小牧市旭町1丁目1番14号

製材

平成25年10月21日

2

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類

廃止年月日

36

相互木材株式会社

札幌市豊平区美園1条5丁目3番5号

相互木材株式会社手稲工場

札幌市手稲区曙2条3丁目1番14号

製材

平成21年4月20日

38

フジタ産業株式会社

苫小牧市晴海町32番地

フジタ産業株式会社臨海乾燥工場

苫小牧市晴海町32番地

製材

平成22年5月20日

39

相田木材株式会社

富良野市字布部

相田木材株式会社苫小牧防腐工場

苫小牧市あけぼの町3丁目5番4号

製材

平成24年3月16日

40

有限会社三上製材所

茅部郡森町字常盤町171番地の9

有限会社三上製材所

茅部郡森町字常盤町171番地の9

製材

平成26年3月31日

42

弟子屈木材工業株式会社

川上郡弟子屈町朝日2丁目4番12号

弟子屈木材工業株式会社製材工場

川上郡弟子屈町朝日2丁目4番12号

製材

平成23年9月12日

49

鬼頭木材工業株式会社

苫小牧市晴海町37番地

鬼頭木材工業株式会社製材工場

苫小牧市晴海町37番地

製材

平成22年5月20日

51

浦河製材株式会社

浦河郡浦河町堺町東4丁目2番9号

浦河製材株式会社加工工場

浦河郡浦河町堺町東4丁目2番9号

製材

平成22年4月30日

53

株式会社ナルミ

爾志郡乙部町字館浦686番地の2

株式会社ナルミ製材工場

爾志郡乙部町字館浦686番地の2

製材

平成21年4月30日

56

扶桑林業株式会社

北見市ひかり野5丁目1-4

扶桑林業株式会社製材工場

北見市ひかり野5丁目1-4

製材

平成27年8月17日

57

宮下木材株式会社

根室市琴平町3丁目31番地

宮下木材株式会社製材工場

根室市琴平町3丁目31番地

製材

平成22年5月31日

60

児玉木材工業株式会社

白糠郡白糠町西庶路西3条南1丁目2の9

児玉木材工業株式会社製材工場

白糠郡白糠町西庶路西3条南1丁目2の9

製材

平成22年5月31日

3

備考

北林検認定
第37号に統合

北林検認定
第50号に統合

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

株式会社髙田木工場

農林物資の種類

廃止年月日

帯広市大通南21丁目5番地

製材

平成22年6月3日

64

株式会社髙田木工場

帯広市大通南21丁目5番地

65

丸協木工株式会社

標津郡中標津町計根別北1条西2丁目3番地1 丸協木工株式会社製材工場

標津郡中標津町計根別北1条西2丁目3番地1

製材

平成20年10月1日

66

岡崎木材株式会社

足寄郡足寄町西町7丁目1番地の1

岡崎木材株式会社製材工場

足寄郡足寄町西町7丁目1番地の1

製材

平成25年12月31日

70

有限会社湯ノ川木材

函館市米原町213番地の4

有限会社湯ノ川木材製材乾燥工場

函館市米原町213番地の4

製材

平成23年9月30日

73

株式会社ノムラ

旭川市神楽3条2丁目2番9号

株式会社ノムラ製材工場

旭川市西神楽1線14号

製材

平成28年6月30日

74

株式会社ノムラ

旭川市神楽3条2丁目2番9号

株式会社ノムラ西神楽乾燥工場

旭川市西神楽1線13号

製材

平成22年5月21日

78

岩寺木材産業株式会社

雨竜郡沼田町旭町1丁目2番10号

岩寺木材産業株式会社製材工場

雨竜郡沼田町旭町1丁目2番10号

製材

平成20年6月30日

79

岩寺木材産業株式会社

雨竜郡沼田町旭町1丁目2番10号

岩寺木材産業株式会社乾燥工場

雨竜郡沼田町旭町1丁目2番10号

製材

平成22年3月31日

82

株式会社丸八木材店

札幌市白石区本通14丁目南5番25号

株式会社丸八木材店南幌事業所

空知郡南幌町南10線西14号 南幌晩翠工業
団地

製材

平成21年8月24日

84

株式会社新宮商行

小樽市稲穂2丁目1番1号

株式会社新宮商行銭函工場

小樽市銭函2丁目32番1号

製材

平成22年5月20日

87

丸善竹原組木材株式会社

帯広市川西町西3線73番地の16

丸善竹原組木材株式会社製材工場

帯広市川西町西3線73番地の16

製材

平成25年1月29日

4

備考

北林検認定
第17号に統合

北林検認定
第85号に統合

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類

廃止年月日

備考
北林検認定
第89号に統合

90

鬼頭木材工業株式会社

苫小牧市晴海町37番地

鬼頭木材工業株式会社様似乾燥工場 様似郡様似町西町65番地

製材

平成22年5月20日

96

明治林業株式会社

白糠郡白糠町西庶路東2条北1丁目3番地12

明治林業株式会社製材工場

製材

平成22年3月1日

100 留辺蘂林産協同組合

北見市留辺蘂町旭公園99番地

留辺蘂林産協同組合木材人工乾燥工
北見市留辺蘂町旭東11番地
場

製材

平成22年7月20日

104 北海道米田物産株式会社

滝川市泉町228番地1

北海道米田物産株式会社防腐工場

滝川市泉町228番地1

製材

平成23年2月28日

112 松本建工株式会社

札幌市東区北42条東15丁目1番1号

松本建工株式会社石狩工場

石狩市新港南2丁目3717番地1

枠組壁工法構造用製材 平成21年4月30日

113 株式会社メイプルホーム

苫小牧市入船町2丁目9番15号

株式会社メイプルホームパネル工場

苫小牧市一本松町15番地19

枠組壁工法構造用製材

平成21年6月2日

116 山本木材株式会社

富良野市山部町東19線2254番地

山本木材株式会社製材工場

富良野市山部町東19線2254番地

製材

平成22年2月26日

117 北野木材株式会社

赤平市百戸町東1丁目1番地

北野木材株式会社製材工場

赤平市百戸町東1丁目1番地

製材

平成29年11月30日

119 株式会社下川木工場

上川郡下川町南町116番地

株式会社下川木工場

上川郡下川町南町116番地

製材

平成26年2月28日

121 株式会社マルニ西木材店

北見市東相内町14番地15号

株式会社マルニ西木材店製材工場

北見市東相内町14番地15号

製材

平成22年4月1日

125 尾田木材株式会社

旭川市永山北3条10丁目3番3号

尾田木材株式会社製材工場

旭川市永山北3条10丁目3番3号

製材

平成26年6月30日

白糠郡白糠町西庶路東2条北1丁目3番地12

5

製造工場
焼失

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類

廃止年月日

129 吉田木材株式会社

名寄市字徳田110番地

吉田木材株式会社製材工場

名寄市字徳田110番地

製材

平成24年3月31日

132 有限会社ログアート宮本

常呂郡置戸町字境野7番地の12

有限会社ログアート宮本製材工場

常呂郡置戸町字境野7番地の12

製材

平成27年10月31日

134 山田製材株式会社

北見市留辺蘂町栄町13番地

山田製材株式会社製材工場

北見市留辺蘂町栄町13番地

製材

平成21年12月31日

137 置戸林産流通加工協同組合連合会

常呂郡置戸町字境野8番地

置戸林産流通加工協同組合連合会境
常呂郡置戸町字境野8番地
野工場

製材

平成27年10月31日

140 蝦名林業株式会社

深川市納内町2丁目4番11号

蝦名林業株式会社製材工場

深川市納内町2丁目4番11号

製材

平成21年1月16日

141 道北振興株式会社

旭川市5条通6丁目右1号

道北振興株式会社プレカットセンター
乾燥工場

上川郡美瑛町北町3丁目

製材

平成22年8月31日

143 江野木材工業株式会社

苫前郡羽幌町緑町57番地

江野木材工業株式会社製材工場

苫前郡羽幌町緑町59番地

製材

平成22年10月29日

153 有限会社松田製材所

上磯郡木古内町字木古内5番地の4

有限会社松田製材所

上磯郡木古内町字木古内5番地の4

製材

平成28年7月30日

155 株式会社西根製材所

上磯郡木古内町字幸連55番地1

株式会社西根製材所

上磯郡木古内町字幸連55番地1

製材

平成22年10月31日

157 佐藤木材工業株式会社

函館市亀田本町67番27号

佐藤木材工業株式会社本社再割工場 函館市亀田本町67番27号

製材

平成22年6月30日

164 谷崎木材産業株式会社

沙流郡日高町富川北3丁目3番16号

谷崎木材産業株式会社製材工場

製材

平成25年3月31日

6

沙流郡日高町富川西8丁目1094番地

備考

製造工場
焼失

格 付 業 務 の 廃 止
認定
番号

認定事業者の名称

認定事業者の住所

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類

廃止年月日

製材

平成22年5月31日

備考

166 三津橋農産株式会社

上川郡下川町幸町122番地

三津橋農産株式会社名寄工場

名寄市徳田139番地

167 メイプル建設株式会社

苫小牧市入船町2丁目9番15号

メイプル建設株式会社パネル工場

苫小牧市一本松町15番地19

169 日高中部森林組合

日高郡新ひだか町静内田原710－1

日高中部森林組合製材工場

日高郡新ひだか町静内田原710－1

製材

北林検認定
平成22年5月20日 第170号に統
合

171 北野木材株式会社

赤平市百戸町東1丁目1番地

北野木材株式会社乾燥工場

赤平市百戸町東1丁目1番地

製材

北林検認定
平成22年5月11日 第117号に統
合

173 東北木材株式会社

小樽市銭函3丁目280番地

東北木材株式会社苫小牧工場

苫小牧市晴海町39番地

製材

平成22年1月13日

北林検認定
第61号に統合

174 東北木材株式会社

小樽市銭函3丁目280番地

東北木材株式会社ツーバイフォー工場 苫小牧市晴海町39番地

枠組壁工法構造用製材 平成22年1月13日

北林検認定
第61号に統合

176 谷口木材株式会社

中川郡美深町東6条北1丁目293番地10

谷口木材株式会社乾燥工場

中川郡美深町東6条北1丁目293番地10

製材

北林検認定
平成22年5月25日 第130号に統
合

182 麻生木材工業株式会社

旭川市永山北2条11丁目36番地の2

麻生木材工業株式会社滝川工場

滝川市泉町228番地1

製材

平成27年11月30日

7

枠組壁工法構造用製材 平成28年12月31日

