＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

1

H19.3.30

7

門別木材産業株
H29.7.3
式会社

10

H19.3.30

12

H19.3.30 株式会社タツミ

13

H19.3.30

15

H19.3.30

16

山一木材工業株
H19.3.30
式会社

18

H19.8.1

19

H19.8.1 ようてい森林組合

虻田郡京極町字春日170番地
ようてい森林組合
TEL:0136-42-2211
製材工場
FAX:0136-42-3510

虻田郡京極町字春日170番地
TEL:0136-42-2211
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、押角、耳付材
FAX:0136-42-3510

21

西尾木材株式会
H19.8.1
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
TEL:011-811-1188
社 苫小牧工場
FAX:011-811-1174

苫小牧市晴海町35番地
TEL:0144-55-6038
FAX:0144-55-6039

製造業者の名称

製造業者の所在地

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

釧路郡釧路町桂4丁目15番地
丸善木材株式会
TEL:0154-37-1561
社 製材工場
FAX:0154-36-3834

釧路郡釧路町桂4丁目15番地 構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0154-37-1561
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、保存処理構造用製材、保存
FAX:0154-36-3834
処理下地用製材

沙流郡日高町富川西4丁目
74-104
TEL:01456-3-2233
FAX:01456-3-2255

門別木材産業株
式会社 加工工場

沙流郡日高町富川西4丁目
74-104
TEL:01456-3-2233
FAX:01456-3-2255

構造用製材、造作用製材、下地用製材、枠組壁工法構造用製材

苫小牧市字植苗192番地の2
TEL:0144-55-5555
FAX:0144-55-5557

株式会社丹治秀
工業 駒里工場

千歳市駒里2211－1
TEL:0123-22-6220
FAX:0123-24-4177

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構
造用製材、人工乾燥構造用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下
地用製材、人工乾燥広葉樹製材

小樽市天神2丁目9番20号
TEL:0134-25-0355
FAX:0134-25-7985

小樽市天神2丁目9番20号
株式会社タツミ 製
TEL:0134-25-0355
材工場
FAX:0134-25-7985

堀川林業株式会
社

三笠市幾春別栗丘町13番地
TEL:01267-6-8051
FAX:01267-6-8975

堀川林業株式会
社 幾春別工場

三笠市幾春別栗丘町13番地
TEL:01267-6-8051
FAX:01267-6-8975

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材、押角、耳付材

株式会社藤山製
材所

北斗市谷好2丁目4番3号
TEL:0138-73-5155
FAX:0138-73-5144

株式会社藤山製
材所 製材加工工
場

北斗市谷好2丁目4番3号
TEL:0138-73-5155
FAX:0138-73-5144

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材、押角、耳付材

丸善木材株式会
社

株式会社丹治秀
工業

和光木材株式会
社

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、押角、耳付材

瀬棚郡今金町字種川284番地
の37
山一木材工業株
TEL:01378-2-0501
式会社 製材工場
FAX:01378-2-1115

瀬棚郡今金町字種川284番地
の37
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、押角、耳付材
TEL:01378-2-0501
FAX:01378-2-1115

網走郡津別町字緑町11番地
TEL:0152-76-2232
FAX:0152-76-1202

網走郡津別町字緑町11番地
TEL:0152-76-2232
FAX:0152-76-1202

和光木材株式会
社 製材工場

構造用製材、下地用製材、押角

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号
23

25

33

認定
年月日

製造業者の名称

製造業者の所在地

札幌市手稲区曙2条3丁目2番
20号
TEL:011-681-3341
FAX:011-681-3303
白老郡白老町末広町1丁目5
大浦木材株式会 番27号
H19.8.1
社
TEL:0144-82-2127
FAX:0144-85-2990
厚岸郡浜中町茶内旭3丁目3
番地
H19.10.4 株式会社イチムラ
TEL:0153-65-2170
FAX:0153-65-2008
北見木材株式会
H19.8.1
社

苫小牧市晴海町32番地
フジタ産業株式会
TEL:0144-53-1111
社
FAX:0144-53-1100

37

H19.10.4

43

井上産業株式会
H19.10.4
社

44

協同組合
常呂郡置戸町字中里9番地1
H19.10.4 ウッディハウスおけ TEL:0157-53-2420
と
FAX:0157-53-2421

45

H24.8.3

46

江本木材産業株
H19.10.4
式会社

47

H19.11.1

48

山田木材産業株
H19.11.1
式会社

北見第一木材株
式会社

土井木材株式会
社

工場の名称

札幌市手稲区曙2条3丁目2番
20号
TEL:011-681-3341
FAX:011-681-3303
白老郡白老町末広町1丁目5
大浦木材株式会 番27号
社 製材工場
TEL:0144-82-2127
FAX:0144-85-2990
厚岸郡浜中町茶内旭3丁目3
株式会社イチムラ 番地
製材工場
TEL:0153-65-2170
FAX:0153-65-2008
北見木材株式会
社 製材工場

苫小牧市晴海町32番地
フジタ産業株式会
TEL:0144-55-4343
社 臨海工場
FAX:0144-55-3398

紋別郡遠軽町字学田2丁目11
番地3
井上産業株式会
TEL:0158-42-5271
社 製材工場
FAX:0158-42-2110

北見市東相内町675番地の3
TEL:0157-36-2421
FAX:0157-36-2423

工場の所在地

農林物資の種類及び名称
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、押角、耳付材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

紋別郡遠軽町字学田2丁目11
番地3
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0158-42-5271
FAX:0158-42-2110

協同組合ウッディ 常呂郡置戸町字中里9番地1
ハウスおけと 製材 TEL:0157-53-2420
工場
FAX:0157-53-2421

構造用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工乾燥下地用製
材

北見市東相内町675番地の3
TEL:0157-36-2421
FAX:0157-36-2423

構造用製材、造作用製材、下地用製材、枠組壁工法構造用製材、人
工乾燥構造用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、押
角

北見第一木材株
式会社 製材工場

紋別郡滝上町字サクルー原野
基線5番地
江本木材産業株
TEL:0158-29-2102
式会社 製材工場
FAX:0158-29-2563

紋別郡滝上町字サクルー原野
基線5番地
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0158-29-2102
FAX:0158-29-2563

釧路市栄町12丁目3番地
TEL:0154-22-4874
FAX:0154-22-2862

土井木材株式会
社 尾幌製材工場

厚岸郡厚岸町尾幌10番地
TEL:0153-56-2121
FAX:0153-56-2048

構造用製材、造作用製材、下地用製材、押角、耳付材

日高郡新ひだか町三石歌笛
165番地
TEL:0146-35-3316
FAX:0146-35-3235

山田木材産業株
式会社 製材工場

日高郡新ひだか町三石歌笛
165番地
TEL:0146-35-3316
FAX:0146-35-3235

構造用製材、造作用製材、下地用製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

50

H19.11.1

鬼頭木材工業株
式会社

苫小牧市晴海町37番地
TEL:0144-55-2641
FAX:0144-55-2642

54

H19.11.1

株式会社八雲製
材所

ニ海郡八雲町相生町95番地6
株式会社八雲製
TEL:0137-62-2188
材所
FAX:0137-62-2189

55

根室市光洋町2丁目30番地
H19.11.1 株式会社テラジマ TEL:0153-23-4111
FAX:0153-24-3598

58

H19.12.14

59

有限会社端木工
H19.12.14
場

61

H19.12.14

62

株式会社野口製
H19.12.14
材所

63

H19.12.14

67

H20.3.31

68

H20.3.31

製造業者の名称

中標津林業株式
会社

東北木材株式会
社

田島木材株式会
社

木工場

松田林業株式会
社

製造業者の所在地

標津郡中標津町南中1番地1
TEL:0153-72-2280
FAX:0153-72-5572

工場の名称
鬼頭木材工業株
式会社 苫小牧工
場

工場の所在地
苫小牧市晴海町37番地
TEL:0144-55-2641
FAX:0144-55-2642

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

ニ海郡八雲町相生町95番地6
TEL:0137-62-2188
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、押角、耳付材
FAX:0137-62-2189

根室市光洋町2丁目30番地
株式会社テラジマ
TEL:0153-23-4111
製材工場
FAX:0153-24-3598
中標津林業株式
会社 製材工場

農林物資の種類及び名称

標津郡中標津町南中1番地1
TEL:0153-72-2280
FAX:0153-72-5572

構造用製材、造作用製材、下地用製材、押角、耳付材

構造用製材、造作用製材、下地用製材

標津郡中標津町西町1丁目34
番地
有限会社端木工
TEL:0153-72-2502
場
FAX:0153-72-6654

標津郡中標津町西町1丁目34
番地
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0153-72-2502
FAX:0153-72-6654

小樽市銭函3丁目280番地
TEL:0134-62-3211
FAX:0134-62-3234

苫小牧市晴海町39番地
TEL:0144-55-1671
FAX:0144-55-1673

奥尻郡奥尻町字米岡125番地
5
TEL:01397-3-2706
FAX:01397-3-2706
北斗市七重浜7丁目13番地3
号
TEL:0138-49-2121
FAX:0138-49-0461
広尾郡広尾町錦通南2丁目69
番地
TEL:01558-2-2084
FAX:01558-2-3839
上川郡新得町屈足旭町3丁目
45番地
TEL:0156-65-2136
FAX:0156-65-3167

東北木材株式会
社 苫小牧工場

株式会社野口製
材所

田島木材株式会
社 製材乾燥工場

木工場

松田林業株式会
社 製材工場

奥尻郡奥尻町字米岡125番地
5
TEL:01397-3-2706
FAX:01397-3-2706
北斗市七重浜7丁目13番地3
号
TEL:0138-49-2121
FAX:0138-49-0461
広尾郡広尾町錦通南2丁目69
番地
TEL:01558-2-2084
FAX:01558-2-3839
上川郡新得町屈足旭町3丁目
45番地
TEL:0156-65-2136
FAX:0156-65-3167

構造用製材、造作用製材、下地用製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

製造業者の名称

製造業者の所在地

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

桧山郡上ノ国町字北村430番
有限会社佐藤木
地
材店 製材乾燥工
TEL:0139-55-2020
場
FAX:0139-55-3588

桧山郡上ノ国町字北村430番
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
地
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
TEL:0139-55-2020
樹製材
FAX:0139-55-3588

桧山郡厚沢部町新町127番地
鈴木木材有限会
TEL:0139-64-3339
社 製材工場
FAX:0139-64-3330

桧山郡厚沢部町新町127番地
TEL:0139-64-3339
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材
FAX:0139-64-3330

69

有限会社佐藤木
H20.3.31
材店

71

H20.3.31

72

横内林業株式会
H20.4.23
社

標津郡中標津町北中25番地
18
TEL:0153-72-2406
FAX:0153-72-2894

横内林業株式会
社 中標津工場

標津郡中標津町北中25番地
18
TEL:0153-72-2406
FAX:0153-72-2894

構造用製材、造作用製材、下地用製材

75

H20.4.23

三津橋産業株式
会社

士別市西1条21丁目471番地
TEL:0165-23-5271
FAX:0165-23-2579

三津橋産業株式
会社 針葉樹製材
工場

士別市西2条21丁目471番地
TEL:0165-23-5201
FAX:0165-22-1818

構造用製材、造作用製材、下地用製材

77

H20.4.23

株式会社井上木
材

雨竜郡秩父別町1847番地の1
株式会社井上木
TEL:0164-33-4890
材 製材工場
FAX:0164-33-4891

雨竜郡秩父別町1847番地1
TEL:0164-33-4890
FAX:0164-33-4891

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

80

協栄林産株式会
H20.6.12
社

81

H20.6.12

88

H20.8.1 株式会社ヤマオ

川上郡弟子屈町桜丘1丁目1
番18号
TEL:015-482-2081
FAX:015-482-2709
白糠郡白糠町東1条北6丁目1
番地6
TEL:01547-2-2218
FAX:01547-2-2219
河西郡芽室町西11条6丁目1
番地1
TEL:0155-62-3365
FAX:0155-62-6337

川上郡弟子屈町桜丘1丁目1
番18号
TEL:015-482-2081
FAX:015-482-2709
白糠郡白糠町東1条北6丁目1
番地6
TEL:01547-2-2218
FAX:01547-2-2219
河西郡芽室町西11条6丁目1
番地1
TEL:0155-62-3365
FAX:0155-62-6337

89

H20.8.18

鬼頭木材工業株
式会社

苫小牧市晴海町37番地
TEL:0144-55-2641
FAX:0144-55-2642

鬼頭木材工業株
式会社 様似工場

様似郡様似町西町65番地
TEL:0146-36-2025
FAX:0146-36-2026

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

91

H20.8.18

昭和マテリアル株
式会社

岩見沢市上幌向町542番地7
TEL:0126-26-3636
FAX:0126-26-4533

昭和マテリアル株
式会社 製材工場

岩見沢市上幌向町542番地7
TEL:0126-26-3636
FAX:0126-26-4533

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

鈴木木材有限会
社

増井林業株式会
社

協栄林産株式会
社 製材工場

増井林業株式会
社 製材工場

株式会社ヤマオ
製材工場

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

製造業者の名称

製造業者の所在地
釧路市星が浦大通4丁目5番1
号
TEL:0154-51-2918
FAX:0154-52-3818
川上郡標茶町旭2丁目11番18
号
TEL:0154-85-2367
FAX:0154-85-2444

92

佐藤木材株式会
H20.8.18
社

93

H20.8.18

株式会社不二木
材

94

H20.8.18

株式会社山口木
材店

97

帯広市東5条南7丁目1番地3
H20.8.18 株式会社ケイセイ TEL:0155-22-7111
FAX:0155-24-8736

98

H20.9.24

99

H23.11.4 株式会社サトウ

中島木材商事株
式会社

丸高産業株式会
101 H20.11.18
社

102 H20.11.18

有限会社三好産
業

根室市弁天町2丁目27番地
TEL:0153-23-3191
FAX:0153-23-3192

工場の名称
佐藤木材株式会
社 製材工場

株式会社不二木
材 製材工場

株式会社山口木
材店 製材工場

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

釧路市星が浦大通4丁目5番1
号
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0154-51-2918
FAX:0154-52-3818
川上郡標茶町旭2丁目11番18
号
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0154-85-2367
FAX:0154-85-2444
根室市弁天町2丁目27番地
TEL:0153-23-3191
FAX:0153-23-3192

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

標津郡中標津町緑ケ丘7番地
株式会社ケイセイ
12
中標津出張所製
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0153-72-3258
材工場
FAX:0153-72-3571
河東郡上士幌町字上士幌東2
帯広市西13条南16丁目1番地 中島木材商事株
線234番地
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0155-23-6688
式会社 上士幌製
TEL:01564-2-2161
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0155-23-4378
材工場
FAX:01564-2-4224
帯広市西25条北1丁目1番3号
帯広市西25条北1丁目1番3号
株式会社サトウ 製
構造用製材、造作用製材、下地用製材、枠組壁工法構造用製材、人
TEL:0155-37-4141
TEL:0155-37-4141
材工場
工乾燥構造用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0155-37-4513
FAX:0155-37-4513
紋別郡遠軽町丸瀬布天神町
54番地
TEL:0158-47-3307
FAX:0158-47-3122

丸高産業株式会
社 製材工場

紋別郡遠軽町丸瀬布天神町
54番地
TEL:0158-47-3307
FAX:0158-47-3122

構造用製材、下地用製材

常呂郡置戸町字置戸220番地
有限会社三好産
TEL:0157-52-3231
業 製材工場
FAX:0157-52-3232

常呂郡置戸町字拓殖63番地
TEL:0157-52-3454
FAX:0157-52-3454

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

北見市留辺蘂町旭一区268番
北見市留辺蘂町旭一区268番
ルベシベ木材工業
ルベシベ木材工業 地の1
地の1
103 H20.11.18
株式会社 製材工
構造用製材、造作用製材、下地用製材
株式会社
TEL:0157-42-5569
TEL:0157-42-5569
場
FAX:0157-42-4955
FAX:0157-42-4955
106 H20.11.18

麓郷木材工業株
式会社

富良野市字麓郷北23番地
TEL:0167-29-2131
FAX:0167-29-2270

麓郷木材工業株
式会社 製材工場

富良野市字麓郷北23番地
TEL:0167-29-2131
FAX:0167-29-2270

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

107

H22.8.10

製造業者の名称
相田木材株式会
社

苫小牧広域森林
108 H20.11.18
組合

製造業者の所在地
富良野市字布部市街
TEL:0167-23-3168
FAX:0167-23-3160

工場の名称
相田木材株式会
社 製材工場

工場の所在地
富良野市字布部市街
TEL:0167-23-3168
FAX:0167-23-3160

勇払郡むかわ町穂別和泉290
勇払郡むかわ町穂別433番地
苫小牧広域森林 番地-1
TEL:0145-45-2311
組合 加工センター TEL:0145-45-2106
FAX:0145-45-3240
FAX:0145-45-2309
河東郡上士幌町字上士幌東3
河東郡上士幌町字上士幌東3
線239番地
中田木材工業株 線239番地
TEL:01564-2-2191
式会社 製材工場 TEL:01564-2-2191
FAX:01564-2-2666
FAX:01564-2-2666

農林物資の種類及び名称
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材

110 H20.11.18

中田木材工業株
式会社

111

H22.8.10

大澤木材株式会
社

北見市常呂町字常呂350番地
大澤木材株式会
TEL:0152-54-2165
社 常呂工場
FAX:0152-54-3073

北見市常呂町字常呂350番地
TEL:0152-54-2165
構造用製材、造作用製材、下地用製材
FAX:0152-54-3073

114 H20.11.18

株式会社北斗林
業

北斗市昭和1丁目1番5号
TEL:0138-73-0118
FAX:0138-73-0119

株式会社北斗林
業 製材工場

北斗市矢不来258番地
TEL:0138-73-0118
FAX:0138-73-0119

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

117 H20.11.18

北野木材株式会
社

赤平市百戸町東1丁目1番地
TEL:0125-32-4131
FAX:0125-33-7788

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
TEL:0125-32-4131
FAX:0125-33-7788

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

平和木材有限会
118 H20.11.18
社

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

旭川市東旭川3条5丁目3番地
10
平和木材有限会
TEL:0166-36-1170
社 製材工場
FAX:0166-36-3710

旭川市東旭川3条5丁目3番地
10
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0166-36-1170
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0166-36-3710

120 H20.11.18

山本組木材株式
会社

上川郡下川町南町150番地1
TEL:01655-4-2591
FAX:01655-4-2522

山本組木材株式
会社 製材工場

上川郡下川町南町150番地1
TEL:01655-4-2591
FAX:01655-4-2522

構造用製材、造作用製材、下地用製材

122 H20.11.18

紋別林産加工協
同組合

紋別市元紋別229番地の3
TEL:0158-24-3237
FAX:0158-24-3263

紋別林産加工協
同組合 製材工場

紋別市元紋別229番地の3
TEL:0158-24-3237
FAX:0158-24-3263

構造用製材、造作用製材、下地用製材

株式会社岩間木
124 H20.12.22
材店

上川郡東川町南町2丁目15番
1号
株式会社岩間木
TEL:0166-82-2221
材店 東川工場
FAX:0166-82-4678

上川郡東川町南町2丁目15番
1号
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0166-82-2221
FAX:0166-82-4678

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

製造業者の名称

有限会社白井木
128 H20.12.22
材

130 H20.12.22

谷口木材株式会
社

131 H20.12.22

熊谷林産株式会
社

井上産業株式会
133 H20.12.22
社

135 H20.12.22 株式会社コマバ

製造業者の所在地
上川郡美瑛町美馬牛南2丁目
1番50号
TEL:0166-95-2211
FAX:0166-95-2070
中川郡美深町東6条北1丁目
293番地10
TEL:01656-2-1068
FAX:01656-2-1537

工場の名称
有限会社白井木
材 製材工場

谷口木材株式会
社 製材工場

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

上川郡美瑛町美馬牛南2丁目
1番50号
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0166-95-2211
FAX:0166-95-2070
中川郡美深町東6条北1丁目
293番地10
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:01656-2-1068
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:01656-2-1537

網走郡津別町字共和125番地
熊谷林産株式会
TEL:0152-76-2365
社 製材工場
FAX:0152-76-3481

網走郡津別町字共和125番地
TEL:0152-76-2365
構造用製材、造作用製材、下地用製材
FAX:0152-76-3481

紋別郡遠軽町学田2丁目11番
地3
TEL:0158-42-5271
FAX:0158-42-2110
河東郡音更町駒場南2条通2
番地
TEL:0155-44-2007
FAX:0155-44-2272

紋別郡滝上町字サクルー原野
基線5番地
TEL:0158-29-2101
FAX:0158-29-4231
河東郡音更町駒場南2条通2
番地
TEL:0155-44-2007
FAX:0155-44-2272

井上産業株式会
社 滝上工場

株式会社コマバ
製材工場

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

佐藤木材工業株
式会社

紋別市上渚滑町4丁目1番地
TEL:0158-25-2031
FAX:0158-25-2808

紋別市上渚滑町4丁目1番地
佐藤木材工業株
TEL:0158-25-2031
式会社 製材工場
FAX:0158-25-2808

北見木材株式会
138 H20.12.22
社

紋別郡遠軽町丸瀬布元町41
番地
TEL:0158-47-2336
FAX:0158-47-2156

北見木材株式会
社 製材工場

紋別郡遠軽町丸瀬布元町41
番地
TEL:0158-47-2336
FAX:0158-47-2156

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

滝川市本町4丁目6番3号
TEL:0125-23-2636
FAX:0125-23-2636

株式会社藤井製
材所

滝川市北滝の川1375番地7
TEL:0125-24-5006
FAX:0125-24-8225

構造用製材、造作用製材、下地用製材

136 H20.12.22

142 H20.12.22

株式会社藤井製
材所

麻生木材工業株
144 H20.12.22
式会社

145 H20.12.22

株式会社小頓別
木材

旭川市永山北2条11丁目36番
地の2
TEL:0166-47-4111
FAX:0166-47-5711
枝幸郡中頓別町字小頓別604
番地6
TEL:01634-7-8333
FAX:01634-7-8444

麻生木材工業株
式会社 旭川第一
製材工場
株式会社小頓別
木材 製材工場

構造用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工乾燥造作用製
材、人工乾燥下地用製材

旭川市永山北2条11丁目36番
地の2
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0166-47-4111
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0166-47-5711
枝幸郡中頓別町字小頓別604
番地6
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:01634-7-8333
FAX:01634-7-8444

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

製造業者の名称

製造業者の所在地

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

146

株式会社佐藤製
H21.2.18
材工場

斜里郡斜里町字中斜里18番
地29
TEL:0152-23-2158
FAX:0152-23-2158

株式会社佐藤製
材工場

斜里郡斜里町字中斜里18番
地29
TEL:0152-23-2158
FAX:0152-23-2158

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

147

H21.2.18

加賀谷木材株式
会社

網走郡津別町字緑町22番地
TEL:0152-76-2145
FAX:0152-76-2144

加賀谷木材株式
会社 製材工場

網走郡津別町字緑町22番地
TEL:0152-76-2145
FAX:0152-76-2144

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

149

H21.2.18

東邦木材工業株
式会社

士別市朝日町中央4021番地
TEL:0165-28-2316
FAX:0165-28-2318

士別市朝日町中央4021番地
東邦木材工業株
TEL:0165-28-2316
式会社 製材工場
FAX:0165-28-2318

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

150

豊岬木材工業株
H21.2.18
式会社

苫前郡初山別村字明里17番
地
TEL:01646-7-2821
FAX:01646-7-2827

苫前郡初山別村字明里17番
豊岬木材工業株 地
式会社 製材工場 TEL:01646-7-2821
FAX:01646-7-2827

構造用製材、造作用製材、下地用製材

151

H21.2.18

芦別市上芦別町56番地72
TEL:01242-2-4527
FAX:01242-2-5630

林産加工吉井木 芦別市上芦別町56番地72
材有限会社 製材 TEL:01242-2-4527
工場
FAX:01242-2-5630

構造用製材、造作用製材、下地用製材

153

有限会社松田製
H21.2.18
材所

154

H21.2.18 山越郡森林組合

156

H21.2.18

159

株式会社鶉製材
H21.2.18
所

161

H21.2.18

林産加工吉井木
材有限会社

厚沢部林産工業
株式会社

株式会社山田木
工場

上磯郡木古内町字木古内5番
地の4
TEL:01392-2-3036
FAX:01392-2-3036
ニ海郡八雲町出雲町19番地
の4
TEL:0137-62-3007
FAX:0137-62-4160

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
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材
TEL:01392-2-3036
FAX:01392-2-3036

山越郡森林組合
東野工場

ニ海郡八雲町東野257番地
TEL:0137-66-2408
FAX:0137-66-2726

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

桧山郡厚沢部町鶉町255番地 厚沢部林産工業 桧山郡厚沢部町鶉町255番地
TEL:0139-65-6221
株式会社 製材工 TEL:0139-65-6221
構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材
FAX:0139-65-6076
場
FAX:0139-65-6076
桧山郡厚沢部町鶉町66番地
の1
TEL:0139-65-6211
FAX:0139-65-6766
旭川市1条通21丁目1974番地
128
TEL:0166-31-3101
FAX:0166-31-3103

株式会社鶉製材
所

株式会社山田木
工場

桧山郡厚沢部町鶉町66番地
の1
TEL:0139-65-6211
FAX:0139-65-6766
旭川市1条通21丁目1974番地
128
TEL:0166-31-3101
FAX:0166-31-3103

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

製造業者の名称

163

株式会社斉藤工
H21.2.18
業所

165

H21.8.24

三津橋農産株式
会社

日高中部森林組
170 H21.10.30
合

製造業者の所在地

工場の名称

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

旭川市東鷹栖東2条1丁目137
番地の365
株式会社斉藤工
TEL:0166-57-2824
業所 製材工場
FAX:0166-57-2825

旭川市東鷹栖東2条1丁目137
番地の365
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0166-57-2824
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0166-57-2825

上川郡下川町幸町122番地
TEL:01655-4-2555
FAX:01655-4-2557

三津橋農産株式
会社 北町工場

上川郡下川町北町250番地
TEL:01655-4-2194
FAX:01655-4-2256

日高郡新ひだか町静内田原
710-1
TEL:0146-42-0056
FAX:0146-42-0558

日高中部森林組
合 防腐工場

北見市東相内町14番地15号
株式会社マルニ西
TEL:0157-36-2026
木材店
FAX:0157-36-2028

構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材

日高郡新ひだか町静内田原
710-1
TEL:0146-42-0056
FAX:0146-42-0558
北見市西三輪7丁目705番地
株式会社マルニ西 20
木材店 製材工場 TEL:0157-36-0260
FAX:0157-36-2028

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、人工乾燥構造
用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材、人工乾燥広葉
樹製材、保存処理構造用製材、保存処理造作用製材、保存処理下地
用製材、保存処理広葉樹製材

177

H22.8.10

構造用製材、造作用製材、下地用製材

178

H22.12.6 株式会社ハルキ

茅部郡森町字姫川11番13号
TEL:01374-2-5057
FAX:01374-2-2397

株式会社ハルキ
製材工場

茅部郡森町字姫川11番13号
TEL:01374-2-5057
FAX:01374-2-2397

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材、枠組壁工法構
造用製材、人工乾燥構造用製材、人工乾燥造作用製材、人工乾燥下
地用製材、人工乾燥広葉樹製材

野村木材工業株
179 H22.11.18
式会社

北見市留辺蘂町旭中央32番
地
TEL:0157-42-2266
FAX:0157-42-2264

野村木材工業株
式会社 製材工場

北見市留辺蘂町旭中央32番
地
TEL:0157-42-2266
FAX:0157-42-2264

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

180

H22.12.6

有限会社佐藤製
函工場

網走市卯原内201番地の12
TEL:0152-47-2158
FAX:0152-47-2504

有限会社佐藤製
函工場 製材工場

網走市卯原内201番地の12
TEL:0152-47-2158
FAX:0152-47-2504

構造用製材、造作用製材、下地用製材

181

H23.3.29

丹治林業株式会
社

苫小牧市植苗196番地
TEL:0144-55-1111
FAX:0144-58-2600

丹治林業株式会
社 製材工場

苫小牧市植苗196番地
TEL:0144-55-1111
FAX:0144-58-2600

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

183

有限会社滝田木
H24.3.30
材

185

H24.7.4

上川郡美瑛町字美瑛原野221
番地76
有限会社滝田木
TEL:0166-92-4465
材 製材工場
FAX:0166-92-1147

江別市工栄町13番地の5
株式会社よつば林
TEL:011-383-7330
業
FAX:011-385-0157

上川郡美瑛町字美瑛原野221
番地76
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:0166-92-4465
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:0166-92-1147

江別市工栄町13番地の5
株式会社よつば林
TEL:011-383-7330
業 製材工場
FAX:011-385-0157

構造用製材、造作用製材、下地用製材、広葉樹製材

＜ Ｊ Ａ Ｓ 認 定 事 業 者 及 び 工 場 （ 下 地 用 製 材 ） ＞
認定
番号

認定
年月日

186

田家木材株式会
H25.6.1
社

根室市月岡町2丁目90番地
TEL:0153-25-3161
FAX:0153-25-3163

187

十勝広域森林組
H25.7.1
合

河西郡芽室町東2条6丁目1番
十勝広域森林組
地5
合
TEL:0155-62-2404
芽室工場
FAX:0155-62-2413

釧路市阿寒町北町2丁目27番
1号
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0154-65-6421
FAX:0154-65-6422
河西郡芽室町東芽室基線3番
地
構造用製材、造作用製材、下地用製材
TEL:0155-62-4422
FAX:0155-62-4422

有限会社松田林
業

上磯郡知内町字中ノ川54番地 有限会社松田林
TEL:01392-5-5268
業
FAX:01392-5-7720
製材乾燥工場

上磯郡知内町字中ノ川54番地
構造用製材、造作用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工
TEL:01392-5-5268
乾燥造作用製材、人工乾燥下地用製材
FAX:01392-5-7720

H28.9.12 美幌町森林組合

網走郡美幌町字稲美234番地
美幌町森林組合
の3TEL:0152-73-1281
製材乾燥工場
FAX:0152-73-4615

網走郡美幌町字稲美234番地
構造用製材、下地用製材、人工乾燥構造用製材、人工乾燥下地用製
の3TEL:0152-73-1281
材
FAX:0152-73-4615

190 H26.10.14

192

製造業者の名称

製造業者の所在地

工場の名称
田家木材株式会
社
阿寒工場

工場の所在地

農林物資の種類及び名称

