
徳木バイオ第1号
日新商事株式会社
代表取締役　坂本　登

〒774-0023
阿南市橘町豊浜23番地

木材加工
木材流通（チップ）

R2.4.1 ～ R5.3.31 0884-27-0039 0884-27-2747 徳木機構第50号 坂本　登

徳木バイオ第4号
鎌田産業株式会社
代表取締役　鎌田　敏弘

〒776-0001
吉野川市鴨島町牛島3120

木材加工（チップ） R2.4.1 ～ R5.3.31 0883-24-4107 0883-24-0307 徳木機構第189号 米田　義治

徳木バイオ第6号
住友チップ株式会社
代表取締役　住友　房夫

〒771-2103
美馬市美馬町ナロヲ6

製材
木材加工（チップ）

R2.4.1 ～ R5.3.31 0883-63-2323 0883-63-3993 ― 住友　房夫

徳木バイオ第7号
美馬森林組合
代表理事組合長　武田　喜善

〒777-0003
美馬市穴吹町三島字三谷303番地

素材生産 R2.7.1 ～ R5.6.30 0883-52-3302 0883-53-8215 徳木機構第10号 西　正人

徳木バイオ第8号
つるぎ木材加工協同組合
代表理事　伊庭　雅俊

〒779-4103
美馬郡つるぎ町貞光字宮内186番地3の1

製材
木材加工

R2.7.1 ～ R5.6.30 0883-68-9229 0883-62-4872 徳木機構第184号 岡村　知也

徳木バイオ第9号
渕村林業株式会社
代表取締役　渕村　定男

〒775-0203
海部郡海陽町大里字松原14番地431

素材生産 R2.7.1 ～ R5.6.30 0884-73-2452 0884-73-2452 徳木機構第108号 渕村　武志

徳木バイオ第10号
海部森林組合
代表理事組合長　長谷　宏昭

〒775-0205
海部郡海陽町吉野字小松9番地5

素材生産 R2.7.1 ～ R5.6.30 0884-73-3271 0884-73-1436 徳木機構第2号 谷脇　克利

徳木バイオ第11号
公益社団法人徳島森林づくり推進機構
理事長　飯泉　嘉門

〒771-0134
徳島市川内町平石住吉209番地5

その他（林業） R2.10.1 ～ R5.9.30 088-679-4103 088-679-4104 徳木機構第45号 佐々木　愛

徳木バイオ第12号
徳島県森林組合連合会
代表理事会長　杉本　直樹

〒770-8008
徳島市西新浜町二丁目3番102号

原木流通
木材流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 088-676-2200 088-676-2201 徳木機構第83号 前岡　直人

徳木バイオ第13号
日和佐森林組合
代表理事組合長　鏡　勝

〒779-2305
海部郡美波町奥河内字弁才天5-1

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-77-0877 0884-77-0773 徳木機構第1号 坂本　裕史

徳木バイオ第14号
阿南市森林組合
代表理事組合長　内藤　富士雄

〒774-0023
阿南市橘町土井崎115-16

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-34-3780 0884-34-3780 徳木機構第3号 岩橋　正志

徳木バイオ第15号
木頭森林組合
代表理事組合長　榊野　千秋

〒771-5407
那賀郡那賀町大戸字春森36

素材生産
原木流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-66-0016 0884-66-0200 徳木機構第5号 植田　章浩
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徳木バイオ第16号
徳島中央森林組合
代表理事組合長　国清　栄

〒771-3310
名西郡神山町神領字西上角39番地

素材生産
原木流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 088-676-0034 088-676-1208 徳木機構第6号 石川　和彦

徳木バイオ第17号
徳島北部森林組合
代表理事組合長　和泉　隆啓

〒779-3303
吉野川市川島町桑村2439-1

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-25-3947 0883-25-5504 徳木機構第9号 佐藤　章彦

徳木バイオ第18号
三好西部森林組合
代表理事組合長　木下　豊幸

〒779-5451
三好市山城町西宇1216

素材生産・原木流通
製材・木材流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-84-1310 0883-84-1315 徳木機構第12号 大西　太

徳木バイオ第19号
三好東部森林組合
代表理事組合長　大浦　忠司

〒771-2302
三好市三野町加茂野宮156番地4

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-77-2014 0883-77-2216 徳木機構第13号 小林　敬三

徳木バイオ第20号
徳島県素材生産流通協同組合
代表理事　亀井　廣𠮷

〒770-8008
徳島市西新浜町二丁目３番102号

素材生産 R2.10.1 ～ R5. 9.30 088-676-2200 088-676-2201 徳木機構第249号 前岡　直人

徳木バイオ第22号
秋田林業
代表者　秋田　実宣

〒779-5333
三好市山城町大野464番地

素材生産 R2.10.1 ～ R5. 9.30 0883-86-2244 0883-86-2677 徳木機構第196号 秋田　実宣

徳木バイオ第23号
有限会社 式地林業 徳島営業所
代表取締役　曽我部　文雄

〒771-5206
那賀郡那賀町百合字松の木65番地2

素材生産 R2.10.1 ～ R5. 9.30 088-602-4633 088-602-4622 ― 曽我部　文雄

徳木バイオ第25号
株式会社 ウッドピア
代表取締役　松家　貞夫

〒777-0303
美馬市木屋平字弓道298番地

素材生産
製材

R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-68-3518 0883-68-3519 徳木機構第101号 井上　政博

徳木バイオ第26号
株式会社 樫谷林業
代表取締役　樫谷　誠一

〒771-5208
那賀郡那賀町仁宇字学原240-6

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-62-1441 0884-62-1441 ― 樫谷　誠一

徳木バイオ第27号
株式会社 アイエフ
代表取締役　中原　敏博

〒771-5408
那賀郡那賀町吉野字弥八かへ28番地2

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-62-1179 0884-62-1189 徳木機構第252号 中原　敏博

徳木バイオ第28号
関口林業 株式会社
代表取締役　関口　國春

〒778-0206
三好市東祖谷小島192番地2

素材生産 R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-88-5361 0883-88-5361 徳木機構第236号 関口　達也

徳木バイオ第30号
有限会社　平井製材所
代表取締役　平井　賢治

〒771-5327
那賀郡那賀町谷内字中分54番地

製材 R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-62-1005 0884-62-1033 徳木機構第20号 平井　賢治

徳木バイオ第31号
株式会社　坂本林業
代表取締役　坂本　登

〒779-2302
海部郡美波町北河内字北分239

素材生産
原木流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 0884-77-2011 0884-77-2011 徳木機構第228号 坂本　登



徳木バイオ第32号
株式会社　西部
代表取締役　坪根　道生

〒778-0020
三好市池田町州津中津1941番地

素材生産・その他
木材流通

R2.10.1 ～ R5.9.30 0883-72-1406 0883-72-0166 徳木機構第209号 元下　国広

徳木バイオ第33号
三好木材センター事業㈿
代表理事　長瀬　光宏

〒771-2302
三好市三野町加茂野宮156-1

原木流通 R3.1.1 ～ R5.12.31 0883-77-4311 0883-77-4334 徳木機構第33号 萩原　佑介

徳木バイオ第34号
株式会社　Fplus
代表取締役　中富　和代

〒779-1109
阿南市羽ノ浦町古毛萱原5番5

木材加工（チップ） R3.1.1 ～ R5.12.31 0884-44-1248 0884-44-1247 ―
中富　恒人
安原　徹

徳木バイオ第35号
有限会社　徳島興産
代表取締役　山本　宏典

〒770-8001
徳島市津田海岸町2番90号

木材加工（チップ） R3.7.1 ～ R6.3.31 088-663-1153 088-663-1152 徳木機構第242号 矢野　智久

徳木バイオ第36号
有限会社　ウッドマーク
代表取締役　三浦　千春

〒775-0302
海部郡海陽町奥浦字町内53

素材生産 R3.7.1 ～ R6.3.31 0884-73-0018 0884-73-4860 徳木機構第113号 三浦　千春

徳木バイオ第37号
株式会社　シンサン
代表取締役　新田　勝

〒779-1106
阿南市羽ノ浦町岩脇原平156-2

木材流通
（プレカット）

R3.7.1 ～ R6.6.30 0884-44-2043 0884-44-5624 徳木機構第193号 新田　勝

徳木バイオ第39号
Woods co-op 祖谷協同組合
代表理事　上西　光男

〒778-0205
三好市東祖谷樫尾203番地

素材生産 R4.4.1 ～ R7.3.31 0883-88-5321 0883-88-5733 ― 上西　光男

徳木バイオ第40号
株式会社　ゲンボク
代表取締役　岡田　育大

〒770-0943
徳島市中昭和町1丁目3

原木流通
木材流通

R4.4.1 ～ R7.3.31 088-653-0106 088-652-8321 徳木機構第35号 島崎　光

徳木バイオ第41号
中本造林徳島　株式会社
代表取締役　中本　雅生

〒771-1506
阿波市土成町土成字美緑43

製材 R4.4.1 ～ R7.3.31 088-695-3737 088-695-3738 徳木機構第44号 糸谷　吉行

徳木バイオ第42号
株式会社 ウッディーアイハタ
代表取締役　高木　啓

〒779-3213
名西郡石井町藍畑字高畑741-2

製材 R4.7.1 ～ R7. 6.30 088-674-1266 088-674-6091 徳木機構第72号 高木　啓

徳木バイオ第43号
株式会社 山城もくもく
代表取締役　大内　忠治

〒779-5303
三好市山城町下川1483

原木流通・製材
木材流通

R2.1.1 ～ R4.12.31 0883-86-2000 0883-86-3060 徳木機構第161号 水岡　洋一

徳木バイオ第44号
ウッドファースト株式会社
代表取締役社長　伊藤　哲

〒773-0020
小松島市和田津開町北398

製材 R3.1.1 ～ R5.12.31 0885-35-7001 0885-35-7005 徳木機構第240号 原田　訓男

徳木バイオ第45号
有限会社　ケイウッド
代表者　梶本　浩史

〒779-1232
阿南市那賀川町西原4

木材加工 R4.1.1 ～ R6.12.31 0884-42-1711 0884-42-1670 徳木機構第202号 梶本　浩史



徳木バイオ第46号
株式会社　須恵木工
代表取締役　須恵　清二

〒779-3407
吉野川市山川町季邦114-1

木材加工 R4.1.1 ～ R6.12.31 0883-42-5183 0883-42-5183 徳木機構第247号 須恵　清二

徳木バイオ第47号
美馬林業合同会社
代表社員　堤　治代

〒777-0302
美馬市木屋平字川井99番地

素材生産 R4.1.1 ～ R6.12.31 0883-68-2711 0883-68-2711 徳木機構第248号 奥森　三五郎

徳木バイオ第48号
株式会社　フォレストバンク
代表取締役　岡田　育大

〒770-8051
徳島市沖浜町北畑513-3  7F

素材生産 R4.1.1 ～ R6.12.31 088-624-9963 088-624-9906 ― 岡田　育大

徳木バイオ第49号
株式会社　徳信
代表取締役　中富　恒人

〒779-1109
阿南市羽ノ浦町古毛萱原5-5

素材生産 R4.4.1 ～ R7.3.31 0884-44-1248 0884-44-1247 徳木機構第134号
中富　恒人
杉本　亮太

徳木バイオ第50号
株式会社　アルボレックス
代表取締役　鈴木　啓

〒770-8001
徳島市津田海岸町4-59

木材加工 R2.4.1 ～ R5. 3.31 088-662-5550 088-662-2331 ― 高田　実

徳木バイオ第51号
勝浦砕石有限会社
代表取締役　平岡　寿文

〒771-4265
徳島市飯谷町大ノ上83-1

素材生産 R3.1.1 ～ R5.12.31 088-645-0274 088-645-2454 ― 平岡　寿文

徳木バイオ第52号
王子木材緑化株式会社大阪支店
富岡営業所三加茂チップ工場
工場長　岩井　修

〒779-4702
三好郡東みよし町大字西庄字末石18

木材加工（チップ） R3.1.1 ～ R5.12.31 0884-22-0888 0884-23-5727 ― 岩井　修

徳木バイオ第53号
有限会社　丸浅苑
代表取締役　湯浅　明男

〒779-3118
徳島市国府町井戸字八斗地56

木質ペレット生産 R3.1.1 ～ R5.12.31 088-642-6878 088-642-1919 ― 湯浅　明男

徳木バイオ第54号
今村産業
代表者　今村　善孝

〒779-5336
三好市山城町赤谷394

素材生産・原木流通
製材・木材流通

R3.7.1 ～ R6. 6.30 0883-86-2162 0883-86-2161 徳木機構第251号 今村　善孝

徳木バイオ第55号
TDSforest合同会社
代表社員　表原　弘幸

〒779-1243
阿南市那賀川町上福井南川渕39-10

素材生産 R4.4.1 ～ R7. 3.31 0884-24-9972 0884-24-9973 徳木機構第253号 徳本　誠

徳木バイオ第56号
西和林業株式会社
代表取締役　大西　和彦

〒779-1243
三好市山城町大川持86-1

素材生産 R4.7.1 ～ R7. 6.30 0883-86-1933 0883-86-2911 大西　和彦

徳木バイオ第57号
岡元木材株式会社
代表取締役　岡元　修平

〒779-1243
徳島市津田海岸町5-59

木材流通 R4.7.1 ～ R7. 6.30 088-663-1515 088-663-1520 徳木機構第218号 斎藤　史明


