
[認定番号] [事業者の名称] [代表者役職氏名] [主たる認定業種] [郵便番号] [所在地] [電話番号] [FAX番号] [期間終了年月日] [分別管理・責任者名]

徳木機構第01号 日和佐森林組合 代表理事組合長　鏡　勝 素材生産 779-2305 海部郡美波町奥河内字弁財天5-1 0884-77-0877 0884-77-0773 令和3年9月30日 坂本　裕史

徳木機構第02号 海部森林組合 代表理事組合長　長谷　宏昭 素材生産 775-0203 海部郡海陽町吉野字小松9-5 0884-73-3271 0884-73-1436 令和3年9月30日 上田　昭仁

徳木機構第03号 阿南市森林組合 代表理事組合長　内藤　富士雄 素材生産 774-0023 阿南市橘町土井崎115-16 0884-34-3780 0884-34-3780 令和3年9月30日 岩橋　正志

徳木機構第05号 木頭森林組合 代表理事組合長　榊野　千秋 素材生産・原木流通 771-5407 那賀郡那賀町雄字小谷口13 0884-66-0016 0884-66-0200 令和3年9月30日 植田　章浩

徳木機構第06号 徳島中央森林組合 代表理事組合長　国清　栄 素材生産・原木流通 771-3310 名西郡神山町神領字西上角39 088-676-0034 088-676-1208 令和3年9月30日 石川　和彦

徳木機構第09号 徳島北部森林組合 代表理事組合長　和泉　隆啓 素材生産 779-3303 吉野川市川島町桑村2439-1 0883-25-3947 0883-25-5504 令和3年9月30日 佐藤　章彦

徳木機構第10号 美馬森林組合 代表理事組合長　武田　喜善 素材生産 777-0003 美馬市穴吹町三島字三谷303 0883-53-8970 0883-53-8215 令和3年9月30日 西　正人

徳木機構第12号 三好西部森林組合 代表理事組合長　木下　豊幸 素材生産・原木流通・製材・木材流通 779-5451 三好市山城町西字1216 0883-84-1310 0883-84-1315 令和3年9月30日 大西　太

徳木機構第13号 三好東部森林組合 代表理事組合長　大浦　忠司 素材生産 771-2302 三好市三野町加茂野宮156-4 0883-77-2014 0883-77-2216 令和3年9月30日 小林　敬三

徳木機構第15号 有限会社西野商店 代表取締役　西野　智人 製材 779-1232 阿南市那賀川町西原364 0884-42-0424 0884-42-2621 令和3年9月30日 西野　智人

徳木機構第16号 中千木材有限会社 代表取締役　千里　泰三 製材 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄下向9-1 0884-44-2025 0884-44-6335 令和3年9月30日 千里　俊介

徳木機構第19号 那賀川すぎ共販協同組合 代表理事　千里　泰三 木材流通（製材） 779-1118 阿南市那賀川町豊香野186 0884-49-4143 0884-49-4166 令和3年9月30日 湊　俊司

徳木機構第20号 有限会社平井製材所 代表取締役　平井　賢治 製材 771-5327 那賀郡那賀町谷内字中分54 08846-2-1005 08846-2-1033 令和3年9月30日 平井　賢治

徳木機構第21号 有限会社中野製材所 代表取締役　中野　敬志 製材 771-5208 那賀郡那賀町仁宇字王子前5 0884-62-1259 0884-62-1259 令和3年9月30日 中野　敬志

徳木機構第23号 新丹生谷製材協同組合 代表理事　平井　賢治 原木流通・製材 771-5204 那賀郡那賀町中山字黒沢東谷5 0884-62-1888 0884-62-1890 令和3年9月30日 森　廣志

徳木機構第24号 ＮＩＳＭＯＣ株式会社 代表取締役　長瀬　光宏 製材 779-5161 三好市池田町中西ナガウチ274-1 0883-74-0911 0883-74-0913 令和3年9月30日 尾脇　秀典

徳木機構第26号 山口製材株式会社 代表取締役社長　山口　英明 製材 779-5161 三好市池田町中西ナガノ327-1 0883-74-0119 0883-74-5820 令和3年9月30日 宮内　俊緒

徳木機構第27号 有限会社大谷製材所 代表取締役　中岡　昌美 製材 779-5303 三好市山城町下川42-3 0883-86-1181 0883-86-3050 令和3年9月30日 中岡　昌三

徳木機構第29号 四国中央木材協同組合 理事長　長瀬　光宏 木材流通 779-5161 三好市池田町中西ナガウチ274-1 0883-74-0911 0883-74-0913 令和3年9月30日 藤村　卓治

徳木機構第31号 有限会社新和製材 代表取締役　湯原　利雄 製材 771-6328 那賀郡那賀町海川字カケイ9-1 0884-67-0709 0884-67-0709 令和3年9月30日 府殿　忠彦

徳木機構第33号 三好木材センター事業協同組合 代表理事　伊原　善秀 原木流通 771-2302 三好市三野町加茂野宮156-1 0883-77-4311 0883-77-4334 令和3年9月30日 萩原　佑介

徳木機構第34号 美馬郡木材協同組合　 代表理事　住友　房夫　 原木流通 777-0002 美馬市穴吹町三島字舞中島1501-3 0883-52-4430 0883-52-4601 令和3年9月30日 杉本　恒夫

徳木機構第35号 株式会社ゲンボク 代表取締役　岡田　育大 原木流通・木材流通 770-0943 徳島市中昭和町１丁目3 088-653-0106 088-652-8321 令和3年9月30日 山本　健司

徳木機構第36号 大一木材株式会社　 代表取締役　宮北　嘉則 原木流通・木材流通 770-0873 徳島市東沖洲２丁目20 088-664-6333 088-664-6330 令和3年9月30日 宮北　嘉則

徳木機構第37号 丸幸産業株式会社　 代表取締役社長　玉置　雅敏 木材流通 770-0831 徳島市寺島本町西1-55 088-663-2303 088-663-2304 令和3年9月30日 栗坂　光明

徳木機構第38号 株式会社徳島中央木材市場 代表取締役　浜口　伸一 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町4-27 088-677-5653 088-677-6822 令和3年9月30日 一二三　正行

徳木機構第39号 株式会社もくさん 代表取締役　新田　勝憲 木材流通・その他(建築業) 771-4501 勝浦郡上勝町大字福原字下日浦7-1 0885-46-0693 0885-46-0694 令和3年9月30日 青木　智秀

徳木機構第42号 徳島製材団地協同組合 代表理事　多田　雅信 木材流通（チップ） 770-8001 徳島市津田海岸町5-13 088-662-2326 088-662-5741 令和3年9月30日 上本　秀雄

徳木機構第43号 那賀川林材工業協同組合 理事長　三枝　直芳 木材加工(板類) 770-8001 徳島市津田海岸町4-50 088-662-5203 088-663-3327 令和3年9月30日 橋本　誠

徳木機構第44号 中本造林徳島株式会社 代表取締役　中本　雅生 製材 771-1500 阿波市土成町土成字美緑43 088-695-3737 088-695-3738 令和3年9月30日 岩本　宏志

徳島県木材認証機構登録機関一覧　令和２年４月１日現在（１７９機関）　　　　　　　　　　



徳木機構第45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 その他（林業） 771-0134 徳島市川内町平石住吉209-5 徳島健康科学総合センター2F 088-679-4103 088-679-4104 令和3年9月30日 亀井　貴志

徳木機構第46号 丸上木材協同組合 理事長　下岡　卓司 製材 771-4502 勝浦郡上勝町大字旭字中村186 0885-46-0224 0885-46-0224 令和3年9月30日 下岡　卓司

徳木機構第47号 株式会社鈴木商店 代表取締役　齋浦　重臣 原木流通・製材 770-8001 徳島市津田海岸町6-9 088-662-2221 088-663-2231 令和3年9月30日 齋浦　邦樹

徳木機構第48号 有限会社市川材木店 代表取締役　市川　光彦 製材・木材流通 771-1401 阿波市吉野町柿原字谷87-2 088-696-2203 088-696-3084 令和3年9月30日 市川　光彦

徳木機構第49号 オリジン株式会社 代表取締役　福村　八十八 木材製品(家具等) 771-1402 阿波市吉野町西条字原市205 088-696-2067 088-696-5443 令和3年9月30日 橋本　章一

徳木機構第50号 日新商事株式会社 代表取締役　坂本　登 木材加工・木材流通（チップ） 774-0023 阿南市橘町豊浜23 0884-27-0039 0884-27-2747 令和3年9月30日 坂本　登

徳木機構第51号 野田産業有限会社 代表取締役　野田　穣嗣 製材・木材流通 779-2305 海部郡美波町奥河内字弁財天75-1 0884-77-1215 0884-77-0280 令和3年9月30日 東田　和行

徳木機構第52号 有限会社時本製材所 代表取締役　時本　昌典 製材・木材流通 771-4302 勝浦郡勝浦町大字中角字長田48-5 0885-42-3061 0885-42-3061 令和3年9月30日 時本　昌典

徳木機構第53号 有限会社小林木材 代表取締役　小林　義典 製材・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町1125 088-663-1682 088-663-1553 令和3年9月30日 小林　義典

徳木機構第54号 有限会社伊原製材所 代表取締役　伊原　裕治 製材 779-4701 三好郡東みよし町加茂2842 0883-82-2030 0883-82-2200 令和3年9月30日 伊原　裕治

徳木機構第58号 株式会社中山源太郎商店 代表取締役　中山　都雄 製材・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町2-8 088-662-3800 088-663-2838 令和3年12月31日 三好　拓司

徳木機構第59号 阿部木材 代表者　阿部　雅之 製材 771-1330 板野郡上板町西分字井利東16-6 088-672-5591 088-672-5591 令和3年12月31日 阿部　雅之

徳木機構第60号 坂本製材有限会社 代表取締役　坂本　慶一 製材 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇七反地12 0884-44-6184 0884-44-6184 令和3年12月31日 坂本　文良

徳木機構第62号 親和林業株式会社 代表取締役　和田　善行 素材生産・製材・木材流通 774-0045 阿南市宝田町字大久保233-1 0884-22-0707 0884-23-6171 令和3年12月31日 和田　一陽

徳木機構第63号 ティエスウッドハウス協同組合 代表理事　和田　善行 木材流通 774-0045 阿南市宝田町字大久保233-1 090-8974-2294 令和3年12月31日 和田　善行

徳木機構第64号 有限会社三枝商店木材部 代表取締役　三枝　康弘 製材 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄大道の西50-1 0884-44-3155 0884-44-2256 令和3年12月31日 三枝　康弘

徳木機構第65号 小林木材株式会社 代表取締役　小林　照和 製材・木材流通 771-1504 阿波市土成町成当989-1 088-695-3001 088-695-4740 令和3年12月31日 小林　照和

徳木機構第66号 有限会社丸福製材所 代表取締役　堺　徹 製材・木材流通 771-4306 勝浦郡勝浦町大字棚野字西久保18-1 0885-42-2057 0885-42-4855 令和3年12月31日 堺　芳生

徳木機構第69号 有限会社木材卸いわさ 代表取締役　岩佐　篤史 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町5-77 090-3185-0600 088-663-6669 令和3年12月31日 岩佐　篤史

徳木機構第70号 あおき製作株式会社 代表取締役　青木　太郎 その他・木材流通 771-0138 徳島市川内町平石流通団地57 088-665-1335 088-665-5389 令和3年12月31日 枝川　英里香

徳木機構第71号 株式会社高畠木材 代表取締役　高畠　早苗 木材加工（集成材）・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町1126-10 088-663-2914 088-663-2671 令和3年12月31日 高畠　早苗

徳木機構第72号 株式会社ウッディーアイハタ 代表取締役　高木　啓 製材 779-3213 名西郡石井町藍畑字高畑741-2 088-674-1266 088-674-6091 令和3年12月31日 高木　啓

徳木機構第73号 速水木材店 代表者　速水　誠司 木材流通 770-8021 徳島市雑賀町西開93-1 088-669-0254 088-669-0553 令和3年12月31日 速水　誠司

徳木機構第75号 冨田製材 代表者　冨田　一廣 製材 775-0205 海部郡海陽町吉野ヲワン9-2 0884-73-0619 0884-73-3874 令和3年12月31日 冨田　淳

徳木機構第76号 中東木材店 代表者　中東　茂 木材流通 779-3245 名西郡石井町浦庄字上浦855-2 088-675-0422 088-674-8178 令和3年12月31日 中東　茂

徳木機構第77号 有限会社守野 代表取締役　守野　英樹 製材・木材流通 779-1242 阿南市那賀川町赤池131-1 0884-42-0401 0884-42-3019 令和3年12月31日 守野　英樹

徳木機構第78号 大山木材有限会社 代表取締役　大山　百合子 製材・木材流通 777-0005 美馬市穴吹町穴吹字李5-1 0883-52-1050 0883-52-1050 令和3年12月31日 大山　拓也

徳木機構第79号 有限会社ウッドニシオ 代表取締役　西尾　清 木材流通 770-0002 徳島市春日１丁目4-60 088-631-8588 088-631-8801 令和3年12月31日 西尾　清

徳木機構第82号 有限会社田村木材店 代表取締役　田村　計介 木材流通 775-0203 海部郡海陽町多良字堤外6番9 0884-73-1564 0884-73-3643 令和3年12月31日 田村　計介

徳木機構第83号 徳島県森林組合連合会 代表理事会長　杉本　直樹 原木流通・木材流通 770-8008 徳島市西新浜町二丁目3番102号 088-676-2200 088-676-2201 令和3年12月31日 武内　和人

徳木機構第84号 樫原木材 代表者　樫原　敏之 木材流通 773-0003 小松島市松島町12-23 0885-32-0314 0885-32-0314 令和3年12月31日 樫原　敏之

徳木機構第85号 中嶋木材店 代表者　中嶋　修三 木材流通 770-0868 徳島市福島１丁目2-20 088-625-2020 088-625-2020 令和3年12月31日 中嶋　修三

徳木機構第86号 亀井林業株式会社 代表取締役　亀井　裕人 素材生産 770-8055 徳島市山城町東浜傍示5-222 088-622-4301 088-622-4351 令和3年12月31日 亀井　裕人



徳木機構第87号 有限会社深見製材所 代表取締役　深見　正治 木材流通 776-0010 吉野川市鴨島町鴨島甲39 0883-24-2229 0883-24-1511 令和3年12月31日 深見　正治

徳木機構第88号 有限会社坂田材木店 代表取締役　坂田　栄一 木材流通 772-0003 鳴門市撫養町南浜字蛭子前東31-1 088-685-3415 088-686-3416 令和3年12月31日 坂田　栄一

徳木機構第89号 大窪木材 代表者　大窪　昌之 木材流通 772-0002 鳴門市撫養町斎田字西発96-3 088-685-2233 088-685-2433 令和3年12月31日 大窪　昌之

徳木機構第90号 尾田木材有限会社 代表取締役　尾田　達哉 木材流通 779-0105 板野郡板野町大寺字野神155 088-672-0043 088-672-0183 令和3年12月31日 尾田　達哉

徳木機構第91号 株式会社ハマグチ 代表取締役　浜口　伸一 製材・木材流通 779-4400 美馬郡つるぎ町半田字小野323-6 0883-64-2273 0883-64-3202 令和3年12月31日 浜口　伸一

徳木機構第94号 富士木材工業協同組合 代表理事　松田　直也 木材流通（プレカット） 770-8001 徳島市津田海岸町5-33 088-662-3410 088-662-3412 令和3年12月31日 松田　直也

徳木機構第95号 岡本木材株式会社 代表取締役　岡本　寿夫 木材流通 772-0016 鳴門市撫養町林崎字南殿町76-1 088-686-2176 088-686-2166 令和3年12月31日 岡本　寿夫

徳木機構第96号 有限会社椙原木材 代表取締役　椙原　泰正 木材流通 770-0872 徳島市北沖洲3丁目10-56 088-664-2430 088-664-2471 令和3年12月31日 椙原　泰正

徳木機構第97号 マツシマ林工株式会社 代表取締役　松島　章公 木材流通（プレカット） 770-8001 徳島市津田海岸町3-28 088-662-5451 088-662-5501 令和3年12月31日 吉本　光佳

徳木機構第99号 比松木材産業有限会社 代表取締役　比松　秀勝　 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町1126-7 088-663-0733 088-663-4185 令和3年12月31日 比松　秀仁

徳木機構第101号 株式会社ウッドピア 代表取締役　松家　貞夫 素材生産・製材 777-0303 美馬市木屋平弓道298番地 0883-68-3518 0883-68-3518 令和3年12月31日 井上　政博

徳木機構第105号 高原材木店 代表者　高原　宏敏 製材・木材流通 779-0111 板野郡板野町那東野神元20-3 088-672-0451 令和3年12月31日 高原　宏敏

徳木機構第108号 渕村林業株式会社 代表取締役　渕村　武志 素材生産 775-0203 海部郡海陽町大里字松原14-431 0884-73-2452 0884-73-2452 令和3年12月31日 渕村　武志

徳木機構第111号 八田木材 代表者　八田　忠 木材流通 770-0874 徳島市南沖洲1丁目1-32 088-664-1367 088-664-1987 令和3年12月31日 八田　忠

徳木機構第113号 有限会社ウッドマーク 代表取締役　三浦　千春 素材生産 775-0302 海部郡海陽町奥浦字町内53 0884-73-0018 0884-73-4860 令和3年12月31日 三浦　千春

徳木機構第114号 西浦製材有限会社 代表取締役　西浦　量彦 製材・木材流通 779-3233 名西郡石井町石井字尼寺59-1 088-642-0134 088-642-7740 令和3年12月31日 西浦　量彦

徳木機構第116号 有限会社井原木材工業 代表取締役　井原　信幸 製材 779-3504 吉野川市美郷字毛無120-2 0883-43-2346 0883-43-2346 令和3年12月31日 井原　和保

徳木機構第117号 武市木材店 代表者　武市　好史 木材流通 771-0144 徳島市川内町榎瀬474-13 088-665-0532 088-665-4534 令和3年12月31日 武市　好史

徳木機構第119号 有限会社梶木材店 代表取締役　梶　哲也 木材流通 771-0206 板野郡北島町高房字勝瑞境45－2 088-698-2755 088-698-7389 令和3年12月31日 梶　哲也

徳木機構第121号 住友林業フォレストサービス株式会社 西日本事業部長　坂本　始 素材生産・原木流通・木材流通 792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町2－1 0897-37-1915 0897-37-1959 令和3年12月31日 渡辺　正勝

徳木機構第122号 有限会社脇町製材 代表取締役　武田　恭修 製材・木材流通 779-3610 美馬市脇町大字脇町1316-3 0883-52-1053 0883-53-0825 令和4年3月31日 武田　恭修

徳木機構第123号 岡久製材所 代表者　岡久　繁之 製材 779-1403 阿南市山口町壱万47-2 0884-26-0055 0884-26-1616 令和4年3月31日 岡久　繁之

徳木機構第124号 協同組合スーパーウッディシステム 代表理事　松田　功 その他（住宅及び住宅資材販売） 771-0131 徳島市川内町大松772-1 088-678-3010 088-678-3090 令和4年3月31日 池田　忠志

徳木機構第125号 原井林業株式会社 代表取締役　原井　省三 製材・木材流通（プレカット）・その他 779-3404 吉野川市山川町湯立390 0883-42-3141 0883-42-6161 令和4年3月31日 原井　省三

徳木機構第126号 藤田製材 代表者　藤田　寛治 製材・木材流通 774-0046 阿南市長生町北平岡46-1 0884-22-3366 0884-22-4316 令和4年3月31日 藤田　美穂

徳木機構第128号 有限会社小濱製材所 代表取締役　小濱　浩子 木材流通（プレカット） 779-1245 阿南市那賀川町中島165-2 0884-42-0204 0884-42-2767 令和4年3月31日 小濱　誠二

徳木機構第129号 丸太屋長尾一喜 代表者　長尾　一喜 原木流通 770-8040 徳島市上八万町花房1 088-668-2326 088-668-2326 令和4年3月31日 長尾　一喜

徳木機構第132号 小西製材所 代表者　阿部　健治 製材 771-3422 名西郡神山町上分字川又50－5 088-677-0008 088-677-0008 令和4年3月31日 阿部　健治

徳木機構第134号 株式会社徳信 代表取締役　森　泰章 素材生産 779-1109 阿南市羽ノ浦町古毛萱原5-5 0884-44-1248 0884-44-1247 令和4年3月31日 森　泰章・中富　恒人

徳木機構第136号 仲野林業有限会社 代表取締役　仲野　博文 木材加工・木材流通 776-0001 吉野川市鴨島町牛島2645－33 0883-24－6236 0883-24－6367 令和4年3月31日 仲野　博文

徳木機構第137号 エヌ・アンド・イー株式会社 代表取締役社長   渡邉　峰男 木材加工（木質ボード類） 773-0020 小松島市和田津開町字北395－6 0885-37－1153 0885-37－3180 令和4年3月31日 西川　晋介

徳木機構第138号 日本製紙木材株式会社 徳島営業所 所長　本岩　晴喜 木材流通（チップ） 770-8001 徳島市津田海岸町2-84 088-679-1378 088-663-0378 令和4年3月31日 本岩　晴喜

徳木機構第144号 中山製材有限会社 代表取締役　中山　茂樹 製材 779-5304 三好市山城町大川持31-3 0883-86-1057 0883-86-3127 令和4年6月30日 中山　茂樹



徳木機構第146号 金山木工所 代表者　金山　努 製材・木材流通 779-5161 三好市池田町中西丸畠1669-2 0883-74-0617 0883-74-0617 令和4年6月30日 金山　努

徳木機構第147号 有限会社マルナ 代表取締役　増田　林多郎 製材 779-1105 阿南市羽ノ浦町古庄中相10 0884-44-2202 0884-44-2873 令和4年6月30日 増田　林多郎

徳木機構第148号 津川製材 代表者　津川　二郎 製材 771-5303 那賀郡那賀町鮎川字えびす50-2 0884-62-1583 0884-62-1583 令和4年6月30日 津川　二郎

徳木機構第149号 高鶴製材所 代表者　高鶴　清次 製材・木材流通 779-1620 阿南市福井町実用39-5 0884-34-2040 0884-34-2230 令和4年6月30日 高鶴　清次

徳木機構第150号 左右内製材有限会社 代表取締役　三辻　博良 製材 771-3310 名西郡神山町神領字西上角6-2 088-676-1555 088-676-1556 令和4年6月30日 三辻　博良

徳木機構第152号 株式会社藤井製材所 代表取締役　藤井　圭 製材・木材流通 771-1302 板野郡上板町七條字栗の木前30-1 088-694-2150 088-694-5890 令和4年12月31日 藤井　圭

徳木機構第154号 株式会社阿波林材 代表取締役　大岡　将友 製材 771-2305 三好市三野町太刀野山字川又3870 0883-77-4091 0883-77-2980 令和4年12月31日 大岡　将友

徳木機構第156号 株式会社ケイ・アール・ケイ・カキハラ 代表取締役　柿原　豊茂 木材流通（プレカット） 770-8001 徳島市津田海岸町3-18 088-662-1022 088-662-1028 令和4年12月31日 山口　伸治

徳木機構第157号 有限会社山川商店 代表取締役　山川　裕之 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7番39号 088-663-1113 088-663-1189 令和5年3月31日 山川　裕之

徳木機構第159号 石川木産 代表者　石川　高義 製材 774-0046 阿南市長生町西方397 0884-22-4187 0884-22-4186 令和5年3月31日 石川　高義

徳木機構第161号 株式会社山城もくもく 代表取締役　大内　忠治 原木流通・製材・木材加工 779-5303 三好市山城町下川1483 0883-86-2000 0883-86-3060 令和5年3月31日 水岡洋一

徳木機構第162号 瀬藤材木店 代表者　瀬藤　照悦 製材・木材流通 779-1510 阿南市新野町東馬場5 0884-36-2673 0884-36-3078 令和5年3月31日 瀬藤　照悦

徳木機構第163号 中田木材株式会社 代表取締役　中田　耕治 木材加工・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7番30号 088-662-5508 088-662-5509 令和5年3月31日 中田　耕治

徳木機構第165号 有限会社平岡木材 代表取締役　竹内　一美 木材流通・木材加工 778-0020 三好市池田町州津宮ノ久保811番地1 0883-72-0087 0883-72-6385 令和5年3月31日 竹内　一美

徳木機構第166号 大上木材企業組合 代表理事　大上　琢也 製材 771-4503 勝浦郡上勝町大字生実字下野29番地の2 0885-46-0013 0885-46-0848 令和2年6月30日 大上　琢也

徳木機構第170号 篠本製材有限会社 代表取締役　篠本　一治 製材 774-0047 阿南市下大野町渡り上り614 0884-22-0648 0884-23-1101 令和3年6月30日 篠本　英一郎

徳木機構第173号 山口製材 山口　真司 製材 771-4102 名東郡佐那河内村上字宮前26 088-679-2203 088-679-2340 令和3年9月30日 山口　真司

徳木機構第174号 徳島木材工業株式会社 代表取締役　川原　貴美子 製材 779-4701 三好郡東みよし町加茂3339 0883-82-2102 0883-82-3975 令和3年12月31日 川原　孝三

徳木機構第175号 株式会社ウッディアシロ 代表取締役　川原　孝三 木材加工 771-2502 三好郡東みよし町足代1135-2 0883-79-2193 0883-79-3539 令和3年12月31日 川原　孝三

徳木機構第176号 吉田木材 吉田　明廣 製品小売 779-0223 鳴門市大麻町川崎501-11 088-689-2352 088-689-3286 令和3年12月31日 吉田　明廣

徳木機構第178号 武田製材所 武田　純明 製材 779-1750 阿南市椿町栄野29-1 0884-33-1018 0884-33-1018 令和4年3月31日 武田　純明

徳木機構第179号 喜多機械産業株式会社 代表取締役　仲田　優晴 その他・木材流通 770-0044 徳島市庄町3丁目16番地 088-696-5111 088-696-5118 令和4年3月31日 上田　重美

徳木機構第180号 株式会社ビッグウィル 代表取締役　近藤　清美 その他（木製シート製造） 771-2501 三好郡東みよし町昼間20番地1 0883-79-3300 0883-79-3306 令和4年3月31日 近藤　佑亮

徳木機構第181号 株式会社マルワ 代表取締役　椀田　勲　 製材 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本39番地 0884-44-2324 0884-44-5575 令和4年3月31日 椀田　勲

徳木機構第182号 山川製材 代表者　山川　雄也 製材 771-5412 那賀郡那賀町朴野字大西5-1 0884-62-1340 0884-62-1340 令和4年3月31日 山川　雄也

徳木機構第183号 株式会社神山製材 代表取締役　森長　理 製材 771-3422 名西郡神山町上分字川又南167番地 088-677-0014 088-677-0039 令和4年3月31日 森長　理

徳木機構第184号 つるぎ木材加工協同組合 代表理事　伊庭　雅俊 製材・木材加工 779-4103 美馬郡つるぎ町貞光字宮内186番地3の1 0883-62-4836 0883-62-4872 令和4年3月31日 岡村　知也

徳木機構第185号 有限会社藍住木材店 代表取締役　眞鍋　正 木材流通・製材 771-1270 板野郡藍住町勝瑞字西地132番地 088-641-0619 088-641-2781 令和4年6月30日 眞鍋　正

徳木機構第186号 若杉林材加工組合 組合長　岡本 哲也 製材・木材加工 771-5412 那賀郡那賀町朴野字西の谷9-5 0884-62-3064 0884-62-3064 令和4年6月30日 岡本 哲也

徳木機構第187号 有限会社山田敏雄商店 代表取締役　山田　浩三 木材流通・製材 779-3401 吉野川市山川町建石100番地 0883-42-2085 0883-42-7371 令和4年6月30日 山田　浩三

徳木機構第189号 鎌田産業株式会社 代表取締役　鎌田　敏弘 木材加工（チップ） 776-0001 吉野川市鴨島町牛島3120 0883-24-4107 0883-24-0307 令和4年6月30日 米田　義治

徳木機構第190号 大西製材有限会社 代表取締役　大西　謙次 製材 779-1510 阿南市新野町大歳39-1 0884-36-2114 0884-36-2114 令和4年6月30日 大西　謙次

徳木機構第191号 有限会社乾製材所 代表取締役　乾　貴博 木材流通 779-3123 徳島市国府町観音寺516 088-642-1086 088-642-2082 令和4年6月30日 乾　貴博



徳木機構第192号 株式会社谷一製材所 代表取締役　谷一　雅幸 製材 774-0021 阿南市津乃峰町戎山155-10 0884-27-2727 0884-27-0114 令和4年6月30日 谷一　雅幸

徳木機構第193号 株式会社シンサン 代表取締役　新田　勝 木材流通（プレカット） 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇原平156-2 0884-44-2043 0884-44-5624 令和4年6月30日 新田　勝

徳木機構第194号 株式会社竹治林産 代表取締役　竹治　孝重 製材 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇松ノ本56 0884-44-2219 0884-44-5146 令和4年9月30日 竹治　孝重

徳木機構第195号 有限会社金泉製材 代表取締役　金泉　裕幸 製材 771-3422 名西郡神山町上分字金泉443 088-677-1345 088-667-1046 令和4年9月30日 金泉　裕幸

徳木機構第196号 秋田林業 代表取締役　秋田　実宣 素材生産 779-5333 三好市山城町大野464 0883-86-2244 0883-86-2677 令和4年9月30日 秋田　実宣

徳木機構第197号 有限会社大宅製材所 代表取締役　大宅　泰司 製材 771-3310 名西郡神山町神領字本小野45-2 088-676-1051 088-676-1083 令和4年12月31日 大宅　泰司

徳木機構第198号 株式会社堺貿易 代表取締役　堺　重之 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町2-129 088-662-1737 088-662-2893 令和4年12月31日 堺　祐介

徳木機構第199号 山の実工房 代表者　日浦　聖人 木材加工 771-2104 美馬市美馬町字小長谷120 0883-63-5383 0883-63-5383 令和5年3月31日 日浦　聖人

徳木機構第200号 有限会社木下木材商店 代表取締役　木下　尊生　 製材 779-3620 美馬市脇町別所3513-4 0883-53-8606 0883-52-1958 令和5年3月31日 木下　尊生

徳木機構第201号 株式会社アイウッド 代表取締役　池本　智彦 木材加工 770-0944 徳島市南昭和町3丁目37-2 088-653-4084 088-653-4084 令和2年6月30日 池本　智彦

徳木機構第202号 有限会社ケイウッド 代表取締役　梶本　浩史 木材加工 779-1232 阿南市那賀川町西原4番地 0884-42-1711 0884-42-1670 令和2年6月30日 梶本　浩史

徳木機構第203号 徳島県木材買方協同組合 理事長　深見　正治 木材流通・その他 770-8001 徳島市津田海岸町8番27号 088-662-3714 088-662-3849 令和2年6月30日 大阪　省吾

徳木機構第204号 三友物産株式会社 代表取締役　山田　眞浩 その他・木材流通 770-0873 徳島市東沖洲2丁目16番3 088-664-6688 088-664-6698 令和2年6月30日 市川　徹

徳木機構第205号 有限会社末広林業 代表取締役　西　秀明 木材流通 771-0204 板野郡北島町鯛浜字大西12番地 088-698-3717 088-698-9076 令和2年9月30日 西　秀明

徳木機構第206号 大利木材株式会社 代表取締役　小濱　孝彦 木材加工 770-8001 徳島市津田海岸町7-68 088-662-5505 088-663-4050 令和2年9月30日 小濱　孝彦

徳木機構第207号 有限会社大坂工務店 代表取締役　大坂　公吉 製材・その他 779-1109 阿南市羽ノ浦町古毛覗石37-12 0884-21-8670 0884-21-8671 令和2年9月30日 大坂　公吉

徳木機構第208号 有限会社岡田製材所 代表取締役　岡田　敏行 製材・木材流通 776-0033 吉野川市鴨島町飯尾687番地 0883-24-2415 0883-24-2524 令和2年12月31日 岡田　敏行

徳木機構第209号 株式会社西部 代表取締役　坪根　道生 その他・木材流通 778-0020 三好市池田町州津中津1941番地 0883-72-7333 0883-72-0166 令和2年12月31日 元下　国広

徳木機構第212号 株式会社矢野商店 代表取締役　矢野　真二 その他・木材流通 770-0917 徳島市両国橋35番地の1 088-663-2355 088-663-2357 令和2年12月31日 矢野　由美子

徳木機構第213号 株式会社日新　四国工場 総括責任者　多田羅　健一 木材加工（合板） 773-0006 小松島市横須町5-38 0885-38-6103 0885-38-6113 令和2年12月31日 小谷　多賀雄

徳木機構第214号 日新林業株式会社 代表取締役　又賀　航一 原木流通 690-0887 島根県松江市殿町383番地 0852-23-3822 0852-23-3826 令和2年12月31日 上田　良樹

徳木機構第215号 海部林材協同組合 代表理事　野田　稔雄 木材流通（プレカット） 779-2305 海部郡美波町奥河内字弁才天75-1 0884-77-1215 0884-77-0280 令和2年12月31日 多田　稔

徳木機構第216号 株式会社平尾 代表取締役　平尾　優子 製材 778-0012 三好市池田町イケミナミ1926番地1 0883-72-0392 0883-72-0272 令和3年3月31日 吹田　浩行

徳木機構第217号 株式会社マナベ商事 代表取締役　真鍋　浩章 その他・木材流通 778-0003 三好市池田町サラダ1768番地１ 0883-72-2121 0883-72-1888 令和3年3月31日 横関　宏

徳木機構第218号 岡元木材株式会社 代表取締役　岡元　修平 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町5番59号 088-663-1515 088-663-1520 令和3年3月31日 斉藤　史明

徳木機構第219号 株式会社千誠 代表取締役　木内　新治 その他・木材流通 770-0025 徳島市佐古五番町5番21号 088-624-0808 088-624-0456 令和3年6月30日 木内　哲治

徳木機構第220号 河野木材 代表者　河野　一義 木材流通 770-8040 徳島市上八万町上中筋530番地 088-668-0271 088-668-1832 令和3年6月30日 河野　信也

徳木機構第221号 三友ビルド株式会社 代表取締役　前田　昇 その他・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7番21号 088-662-6681 088-662-6682 令和3年6月30日 西又　知

徳木機構第222号 丸和林業株式会社　大豊事業所 所長　秋山　真一 素材生産 789-0303 高知県長岡郡大豊町川口字川口南2055-1 0887-72-1172 0887-72-1173 令和3年6月30日 秋山　真一

徳木機構第224号 大二木材 代表者　大平　武志郎 製材・木材流通 775-0006 海部郡牟岐町中村字本村46-1 0884-72-0019 0884-72-1529 令和3年9月30日 大平　武志郎

徳木機構第226号 有限会社河村材木店 代表取締役　河村　秀明 木材流通 776-0004 吉野川市鴨島町中島437-2 0883-24-2481 0883-24-9848 令和3年9月30日 河村　秀明

徳木機構第228号 株式会社坂本林業 代表取締役　坂本　登 素材生産・原木流通 779-2302 海部郡美波町北河内字北分239 0884-77-2011 0884-77-2011 令和3年12月31日 坂本　登

徳木機構第231号 住友木材 代表者　住友　胤雄 木材流通・木材加工 779-3307 吉野川市川島町三ツ島字長塚427-1 0883-25-2254 0883-25-2254 令和4年6月30日 住友　胤雄



徳木機構第232号 有限会社ナイスウッドマナベ 代表取締役　眞鍋　幸作 木材流通 771-1270 板野郡藍住町勝瑞字西勝地62 088-641-1631 088-641-2631 令和4年6月30日 眞鍋　幸作

徳木機構第233号 有限会社山孝銘木商会 取締役　山田　ウメ子 木材流通 779-4701 三好郡東みよし町加茂4607-2 0883-82-5051 0883-82-4363 令和4年6月30日 山田　ウメ子

徳木機構第235号 有限会社ソーケン 代表取締役　山口　久司 木材流通・その他 770-8001 徳島市津田海岸町2-7 088-663-8581 088-663-8591 令和4年6月30日 山口　久司

徳木機構第236号 関口林業株式会社 代表取締役　関口　國春 素材生産 778-0206 三好市東祖谷小島192-2 0883-88-5361 0883-88-5377 令和4年6月30日 関口　國春

徳木機構第238号 フォレストワーク協同組合 代表理事　西原　正彦 素材生産 771-5408 那賀郡那賀町吉野字弥八かへ33-2 0884-62-3530 0884-62-2921 令和4年12月31日 森原　祥子

徳木機構第239号 株式会社共誠 代表取締役　白鳥　文秀 その他・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7-57 088-662-3871 088-662-1509 令和5年3月31日 板東　高功

徳木機構第240号 ウッドファースト株式会社　徳島製材工場 代表取締役社長　鈴木　淳 製材 773-0020 小松島市和田津開町北398 0885-35-7001 0885-35-7005 令和2年9月30日 阿部　利佳

徳木機構第241号 ナイス株式会社 徳島営業所 四国ブロック長　小室　浩二 その他・木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7-21 088-662-2111 088-663-7111 令和2年9月30日 前田　卓也

徳木機構第242号 有限会社　徳島興産 代表取締役　山本　宏典 木材加工（チップ） 770-8011 徳島市論田町新開66-101 088-663-1153 088-663-1152 令和2年12月31日 矢野　智久

徳木機構第243号 杉野木材産業 代表者　杉野　功 原木流通 771-1151 徳島市応神町古川字高良122番地の1 090-8699-1103 088-641-3889 令和2年12月31日 杉野　功

徳木機構第244号 山中木材　有限会社 代表取締役　山中　宣明 木材流通 770-0803 徳島市東沖洲2丁目1-6 088-664-8688 088-664-6175 令和3年9月30日 山中　宣明

徳木機構第245号 殿井木材 代表者　殿井　俊昭 木材流通 770-8001 徳島市津田海岸町7-50 088-663-0008 088-663-3927 令和4年3月31日 殿井　俊昭

徳木機構第246号 玉置製材株式会社 代表取締役　玉置　裕二 製材・木材流通 779-1245 阿南市那賀川町中島1557番地 0884-42-1180 令和4年6月30日 三村　基史

徳木機構第247号 株式会社須恵木工 代表取締役　須恵　清二 木材加工 779-3407 吉野川市山川町季邦114-1 0883-42-5183 0883-42-5183 令和3年12月31日 須恵　清二

徳木機構第248号 美馬林業合同会社 代表社員　堤　治代 素材生産 777-0302 美馬市木屋平字川井99 0883-68-2711 0883-68-2711 令和3年12月31日 奥森　三五郎

徳木機構第249号 徳島県素材生産流通協同組合 代表理事　亀井　廣吉 素材生産 770-8008 徳島市西新浜町二丁目3番102号 088-676-2200 088-676-2201 令和3年12月31日 前岡　直人

徳木機構第250号 株式会社那賀ウッド 代表取締役　小谷　満俊 木材加工 771-5408 那賀郡那賀町吉野字弥八かへ1番 0884-62-1163 0884-62-1164 令和4年6月30日 庄野　洋平
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