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事業体名 代表者名 申請者住所 営業所(工場住所） 認定番号 業種 ＴＥＬ ＦＡＸ 郵便番号 備考

1 株式会社伊藤源 伊藤　誠 大津市衣川三丁目2番37号 大津市衣川三丁目2番37号 大津－3 製材業 077－573－1788 077-573-1719 520-0244

2 滋賀南部森林組合 相井　忠良 大津市瀬田神領町番戸谷40－1 大津市瀬田神領町番戸谷40－1 大津－4 製材業 077－543－0595 077-543-1181 520-2124

3 株式会社仰木工業 岩見　修夫 大津市仰木五丁目1番9号 大津市仰木五丁目1番9号 大津－5 製材業 077－572－0225 077-572-0244 520-0247

4 有限会社川井製材 川井　克己 大津市伊香立生津町447番地 大津市伊香立下在地町1124 大津－7 製材業 077－598－2052 077-598-2292 520-0355

5 澤製材所 澤　孝 大津市本堅田5丁目6番29号 大津市本堅田5丁目6番29号 大津－8 製材業 077－572－0428 077-573-6608 520-0242

6 山形製材所 山形　幸二 大津市葛川坊村町99 大津市葛川坊村町165-1 大津－9 製材業 090-3725-4761 077-599-2006 520-0475

7 上田産業株式会社 上田　崇司 野洲市永原1093番地 野洲市永原1093番地 大津－12 製材業 077－587－0081 077-587-0063 520-2304

8 金勝製材株式会社 山元　隆彦 栗東市上砥山2247－8 栗東市上砥山2247－8 大津－13 製材業 077－558－0027 077-558-2916 520-3004

9 寺田木材株式会社 寺田　利彦 大津市打出浜3番8号 大津市打出浜3番8号 大津－17 木材業 077－522－2948 077-522-4478 520-0806

10 京彦木材株式会社 京　　喬 野洲市堤296番地の2 野洲市堤296番地の2 大津－19 製材業 077－589－2043 077-589-2366 520-2416

11 中井木材株式会社 中井　良雄 守山市赤野井町747－2 守山市赤野井町747－2 大津－20 製材業 077－585－0031 077-585-0010 524-0061

12 中村製材有限会社 中村　喜代彦 栗東市手原1丁目6番11号 栗東市手原1丁目6番11号 大津－22 製材業 077－552－0002 077-552-7007 520-3047

13 辻井木材センター株式会社 辻井　毅 京都府向日市森本町佃23 栗東市上鈎107番地 大津－23 木材業 077－552－3555 077-553-7835 520-3022 事業所（工場）住所　栗東市上鈎107番地

14 株式会社森川商店 森川　武司 守山市今宿1丁目1番18号 守山市今宿1丁目1番18号 大津－24 製材業 077－582－2028 077-582-6760 524-0046

15 株式会社　　駒音 駒沢　宜重 大津市本堅田3丁目24番27号 大津市本堅田3丁目24番27号 大津－26 製材業 077－572－1131 077-572-1133 520-0242

16 栗東木材株式会社 田中　光子 栗東市下戸山1560番地 栗東市下戸山1560番地 大津－27 製材業 077－552－2256 077-553-1039 520-3011

17 有限会社高田製材所 髙田　　治 栗東市蜂屋402番地3 栗東市蜂屋402番地3 大津－28 製材業 077－552－0038 077-552-0070 520-3021

18 ナイス株式会社　滋賀市場 大関　　智 野洲市南桜156 野洲市南桜156 大津－29 木材業 077－586－2211 077-587-5571 520-2322

19 一般社団法人滋賀県造林公社 三日月　大造 大津市松本1丁目2－1 大津市松本1丁目2－1 大津－30 木材業 077－521－0345 077-521-0345 520-0807

20 有限会社ヨシカワ商事 吉川　静雄 大津市黒津三丁目13-47 大津市黒津三丁目13-47 大津－32 木材業 077-536-2025 077-536-2033 520-2279

21 株式会社三品幸材木店 三品　英岳 守山市赤野井町688 守山市赤野井町688 大津－34 製材業 077－585‐0006 077-585-4610 524-0061

22 オクノ木材 奥野　靖人 大津市真野4丁目17－3 大津市真野4丁目17－3 大津－35 製材業 077－572－0247 077-572-1488 520-0232

23 山田建材 山田　芳彦 草津市下笠町1587番地 草津市下笠町1587番地 大津－36 木材業 077－568－1133 077-568-3525 525-0029

24 田辺造林 田辺　林吉 大津市葛川中村町５０１番地 大津市葛川中村町５０１番地 大津－37 木材業 077-599-2410 077-599-2328 520-0476

25 有限会社吉村木材 吉村　健男 大津市昭和町3番22号 大津市昭和町3番22号 大津－38 製材業 077-524-6443 077-522-4353 520-0817

26 宮城農林 宮城　定右衛門 栗東市荒張518 栗東市荒張518 大津－39 木材業 077-558-0712 077-558-0712 520-3003

27 金勝生産森林組合 澤　幸司 栗東市御園1614番地12 栗東市御園1614番地12 大津－40 木材業 077-558-0001 077-558-0001 520-3005

28 膳所木材工業株式会社 桑原　一男 大津市馬場二丁目１０番２０号 草津市南山田町403 大津－42 製材業 077-562-8945 077-562-8839 525-0063 事業所(工場）住所　草津市南山田町403

29 株式会社ノースビレッジ 北村　宏 大津市仰木2丁目２０-１０ 大津市仰木2丁目２０-１０ 大津－43 木材業 077-575-5813 077-572-1817 520-0247

30 坂本森林組合 小森　文道 大津市坂本本町4220 大津市坂本本町4220 大津－44 木材業 077-578-0001 077-578-0678 520-0116

31 端材工房 岩波　正 大津市滋賀里4-11-3 大津市滋賀里4-11-3 大津－45 製材業 077-528-5466 077-528-5460 520-0006

32 土山合同木材 山田　建造 甲賀市土山町北土山554 甲賀市土山町黒川1618-1 甲賀－2 製材業 0748－68－0021 0748-68-0628 528-0208

33 甲賀林材株式会社 山田　喜一朗 甲賀市水口町杣中160番地 甲賀市水口町杣中160番地 甲賀－3 木材業 0748－62－1191 0748-62-3457 528-0043

34 滋賀中央森林組合（信楽事業所） 篠村　久嗣 甲賀市水口町鹿深3－39 甲賀市信楽町小川出１番地の１ 甲賀－5 製材業 0748－82－0758 0748-82-3066 528-0014
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35 滋賀中央森林組合　（土山事業所）篠村　久嗣 甲賀市水口町鹿深3－39 甲賀市土山町北土山３６１ 甲賀－7 製材業 0748－66－0015 0748-66-0395 528-0014

36 株式會社　大隅建設 大隅　忠司 甲賀市土山町南土山甲857番地１ 甲賀市土山町南土山甲857番地１ 甲賀－8 製材業 0748－66－0080 0748-66-1451 528-0212

37 株式会社ダイエツ 福西　丈夫 甲賀市水口町和野1999 甲賀市水口町和野1999 甲賀－9 製材業 0748-65-3156 0748-62-5592 528-0003

38 株式会社辻製材所 辻　弥重治 甲賀市土山町北土山772番地 甲賀市土山町北土山772番地 甲賀－10 製材業 0748－66－1116 0748-66-1459 528-0211

39 株式会社　丸　正 立岡　徹 甲賀市土山町北土山1435番地 甲賀市土山町北土山1435番地 甲賀－11 木材業 0748－66－0162 0748-66-1057 528-0211

40 株式会社土山木協 渡邉　俊博 甲賀市土山町南土山乙421番地の1甲賀市土山町南土山乙421番地の1 甲賀－12 製材業 0748－66－1195 0748-66-1196 528-0212

41 株式会社マルイチ 山本　隆章 甲賀市信楽町長野600番地1 甲賀市信楽町長野600番地1 甲賀－13 製材業 0748－82－0009 0748-82-3448 529-1851

42 甲賀木材工業有限会社 三浦　浩一 甲賀市甲賀町大原市場806番地 甲賀市甲賀町大原市場806番地 甲賀－16 木材業 0748－88－3188 0748-88-2871 520-3433

43 有限会社山本材木店 山本　勝 湖南市西寺二丁目4番13号 湖南市西寺二丁目4番13号 甲賀－17 製材業 0748－77－3697 0748-77-4026 520-3121

44 株式会社甲賀チップ 立岡　徹 甲賀市土山町南土山甲1118番地29甲賀市土山町南土山甲1118番地29 甲賀－18 製材業 0748－66－0345 0748-66-2492 528-0212

45 株式会社モチヅキ 望月　文男 甲賀市甲賀町大原市場718番地 甲賀市甲賀町大原市場718番地 甲賀－19 木材業 0748－88－2222 0748-88-5515 520-3433

46 ポラテック株式会社　滋賀工場 中内　晃次郎 甲賀市甲賀町隠岐2403－17 甲賀市甲賀町隠岐2403－17 甲賀－20 製材業 0748－88－6551 0748-88-6558 520-3405

47 株式会社　谷　與 谷　昌宏 湖南市下田266番地 湖南市下田266番地 甲賀－21 木材業 0748－75－0029 0748-75-2985 520-3201

48 株式会社グリ－ンライズ 山本　淳次 甲賀市水口町三大寺675－1 甲賀市水口町三大寺675－1 甲賀－23 木材業 0748－60－9880 0748-60-9881 528-0046

49 ｻｲﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 三吉　勉 甲賀市土山町大野4788-10 甲賀市土山町大野4788-10 甲賀－29 木材業 0748－67－8040 0748-67-8050 528-0235

50 株式会社三東工業社 奥田　克美 甲賀市信楽町江田610番地 甲賀市信楽町江田610番地 甲賀－30 木材業 0748－82－1111 0748-82-1114 529-1811

51 株式会社ヤマモト産業 山本　則雄 甲賀市信楽町勅旨2207-2 甲賀市信楽町勅旨2207-2 甲賀―３１ 木材業 0748-60-2054 0748-60-2054 529-1804

52 WＯＯDY　WOＲＫ　ＯＫＡＤＡ 岡田　吉次 甲賀市土山町黒川2371 甲賀市土山町黒川2371 甲賀-３２ 製材業 0748-68-0605 0748-68-0706 528-0208

53 東近江市永源寺森林組合 谷田　市郎 東近江市山上町3544番地 東近江市山上町3544番地 東近江－1 製材業 0748－27－0034 0748-27-1036 527-0231

54 有限会社高木製材所 高木　進 東近江市市辺町2389番地の3 東近江市市辺町2389番地の3 東近江－2 製材業 0748－22－0518 0748-25-0948 527-0074

55 綿向生産森林組合 嶋村　寿雄 蒲生郡日野町村井1352番地 蒲生郡日野町村井1352番地 東近江－3 木材業 0748－52－0010 0748-52-0186 529-1604

56 押立山生産森林組合 松野　善一 東近江市池庄町1554－5 東近江市池庄町1554－5 東近江－8 木材業 0749－45－2132 0749-45-2132 527-0113

57 丸和産業株式会社 山田 洋 東近江市上平木町2396番地1 東近江市上平木町2396番地1 東近江－10 製材業 0748－23－2211 0748-24-2026 527-0086

58 株式会社山上木材 山上　昇 蒲生郡日野町内池1034番地 蒲生郡日野町内池1034番地 東近江－12 製材業 0748－52－1166 0748-52-1150 529-1644

59 臼井製材 臼井　正一郎 東近江市鋳物師町965－2 東近江市鋳物師町965－2 東近江－13 製材業 0748－55－0457 0748-55-2730 529-1522

60 寺田製材所 寺田　宗博 蒲生郡日野町中道1丁目12番地 蒲生郡日野町中道1丁目12番地 東近江－14 製材業 0748－52－1620 0748-52-1621 529-1609

61 株式会社野出政材木店 野出　正光 蒲生郡日野町大字上野田836番地蒲生郡日野町大字上野田836番地 東近江－15 製材業 0748－52－0359 0748-52-3588 529-1642

62 株式会社滋賀ナイス 牧野　伸一 蒲生郡日野町北畑570番地の1 蒲生郡日野町北畑570番地の1 東近江－18 木材業 0748－52－6301 0748-52-6308 529-1622

63 株式会社八興 野瀬　宇一郎 近江八幡市上田町175番地 近江八幡市上田町175番地 東近江－20 木材業 0748－37－7185 0748-37-6982 523-0015

64 有限会社八木商店 八木　潤 京都市右京区嵯峨五島町1番地12東近江市下羽田町201－2 東近江－21 製材業 0748－24－2257 0748-24-2256 527-0085 事業所（工場）住所東近江市下羽田町201－2

65 有限会社坂東林業 大林　秀行 東近江市一式町564－5 東近江市一式町564－5 東近江－22 木材業 0748－27－1559 0748-27-0550 527-0226

66 村地綜合木材株式会社 村地　一洋 蒲生郡竜王町大字綾戸382－3 蒲生郡竜王町大字綾戸382－3 東近江－23 製材業 0748－57－0615 0748-57-1063 520-2524

67 株式会社スンエン関西支店 中居　幸博 蒲生郡竜王町小口1284－1 蒲生郡竜王町小口1284－1 東近江－26 木材業 0748－58－3456 0748-58-3636 520-2552

68 株式会社　近新 村田　新太郎 近江八幡市東横関町西押見383番地近江八幡市東横関町西押見383番地 東近江－28 製材業 0748－37－0937 0748-37-4784 523-0027



びわ湖材取扱認定事業体　一覧表

2020/8/28

事業体名 代表者名 申請者住所 営業所(工場住所） 認定番号 業種 ＴＥＬ ＦＡＸ 郵便番号 備考

69 河平木材株式会社 河村　圭悟 蒲生郡竜王町大字西川1333番地 蒲生郡竜王町大字西川1333番地 東近江－29 製材業 0748－58－1082 0748-58-1083 520-2572

70 山真木材株式会社 山本　昭治郎 近江八幡市東川町176番地 近江八幡市東川町176番地 東近江－30 製材業 0748－37－0380 0748-37-0529 523-0027

71 村山製材所 村山　一重 東近江市大萩町82番地 東近江市大萩町82番地 東近江－32 製材業 0749－46－1079 0749-46-1198 527-0174

72 有限会社シガオ－タランバ－ 中嶋　勝行 近江八幡市末広町13番地 近江八幡市末広町13番地 東近江－33 製材業 0748－38－4147 0748-37-8993 523-0005

73 株式会社プライウッド・オウミ 太田　宗男 東近江市建部下野町16番地 東近江市建部下野町16番地 東近江－34 木材業 0748－20－1951 0748-20-1953 527-0001

74 滋賀県森林組合連合会 石谷　八郎 大津市におの浜四丁目1番20号 東近江市尻無町1168-5 東近江－35 木材業 0748－20－1６２２ 0748-20-1633 527-0064

75 高橋木材 高橋　博巳 東近江市青野町4605-1 東近江市青野町4605-1 東近江－36 木材業 090－9163－1142 527-0200

76 奥野材木店 奥野　信昭 東近江市八日市金屋三丁目5番13号東近江市八日市金屋三丁目5番13号 東近江－37 製材業 0748－22－0458 0748-25-0530 527-0028

77 株式会社ｅ・フォレスト 川嶋　章 東近江市百済寺本町273番地1 東近江市百済寺本町273番地1 東近江－38 木材業 0749-46-0207 0749-46-0208 527-0143

78 クミノ工房 井上　慎也 東近江市下二俣町998-2 東近江市箕川町107 東近江－39 製材業 050-3567-9323 050-3737-0771 527-0203

79 川村工務店 川村　克己 東近江市今在家町５７０番地 東近江市今在家町５７０番地 東近江－40 製材業 0749-45-3800 0749-45-3808 527-0107

80 川添材木店 川添　健二 彦根市河原三丁目4番地9号 彦根市河原三丁目4番地9号 湖東－1 木材業 0749-22-160１ 0749-22-1601 522-0083

81 北兼材木店 北村　康範 彦根市安清町10番4号 彦根市安清町10番4号 湖東－2 木材業 0749－22－1653 0749-22-1711 522-0082

82 株式会社ケレスたなか 田中　和彦 彦根市出町７３番地 彦根市出町７３番地 湖東－3 製材業 ０７４９-４９－３９１１ 0749－49－3913 522-0214

83 株式会社マルト 澤田　藤司浩 犬上郡多賀町佐目725番地の2 犬上郡多賀町佐目725番地の2 湖東－4 製材業 0749－49－0203 0749-47-1056 522-0322

84 びわこ東部森林組合 宮下　重和 犬上郡多賀町大字多賀246番地 犬上郡多賀町大字多賀246番地 湖東－5 木材業 0749－48－0530 0749-48-2133 522-0341

85 箕川製材所 川嶋　茂 愛知郡愛荘町市917番地 愛知郡愛荘町市1162-3 湖東－6 製材業 0749－42－3282 0749-42-3285 529-1313

86 大滝山林組合 樋栄　浩之 犬上郡多賀町富之尾1586－4 犬上郡多賀町大字藤瀬１０９０番地 湖東－8 製材業 0749－49－0029 0749-49-0606 522-0337

87 有限会社米浅 馬場　和寛 彦根市地蔵町238番地の2 彦根市地蔵町238番地の2 湖東－10 木材業 0749－22－8240 0749-47-5201 522-0029

88 滋賀県木材相互市売協同組合 大家　博文 彦根市川瀬馬場町200番地 彦根市川瀬馬場町200番地 湖東－12 木材業 0749－28－1155 0749-28-1160 522-0223

89 株式会社若松工務店 中居　和富 彦根市川瀬馬場町333 彦根市川瀬馬場町333 湖東－13 製材業 0749－28－1165 0749-28-1018 522-0223

90 ウッドワーク滋賀　堤木工所 堤　恭之 彦根市高宮町2271番地 彦根市高宮町2271番地 湖東－14 製材業 0749－22－4138 0749-26-3184 522-0201

91 株式会社　丸孝 馬場　英吉 彦根市高宮町3006番地 彦根市高宮町3006番地 湖東－15 製材業 0749－25－0254 0749-25-0018 522-0201

92 小林製材所 小林　新治郎 犬上郡多賀町富之尾801番地 犬上郡多賀町富之尾801番地 湖東－16 製材業 0749－47－1111 0749-47-1112 522-0337

93 興和木材株式会社 林　多喜夫 彦根市古沢町656番地 彦根市古沢町656番地 湖東－18 製材業 0749－22－1275 0749-22-1299 522-0007

94 秦川山生産森林組合 村西　宗司 愛知郡愛荘町安孫子825番地 愛知郡愛荘町安孫子825番地 湖東－20 木材業 070－6461－2074 0749-37-4444 529-1234 *組合事務局直通
070-6461-2074

95 有限会社飛田木材 飛田　剛 犬上郡豊郷町高野瀬519番地 犬上郡豊郷町上枝198 湖東－21 製材業 0749－35－2587 0749-35-4816 529-1173

96 宮﨑木材 宮﨑　公雄 彦根市大藪町大柳2174 彦根市大藪町大柳2174 湖東－23 木材業 0749－23－1654 0749-23-1654 522-0053

97 株式会社　滋賀原木 熊川三興 彦根市西沼波町175番地の１ 彦根市西沼波町175番地の１ 湖東－25 製材業 0749－22－4771 0749-26-2535 522-0038

98 株式会社福島建具製作所 弓矢　清司 彦根市馬場一丁目2番33号 彦根市馬場一丁目2番33号 湖東－27 製材業 0749－22－3085 0749-22-3017 522-0069

99 丸松木材株式会社 松田　充弘 彦根市古沢町646番地 彦根市古沢町646番地 湖東－28 木材業 0749－22－5535 0749-26-3079 522-0007

100 株式会社　安藤製材所 安藤　直毅 彦根市出町７３番地 彦根市出町７３番地 湖東－２９ 製材業 　0749-28-2225 　　0749-28-2239 522-0214

101 坂矢木材株式会社　彦根営業所 坂矢　勝哉 京都府南丹市園部町船岡栗村６０番地彦根市野口町342－2 湖東－31 木材業 0749－28－9855 0749-28-9856 522-0221 事業所（工場）住所：彦根市野口町342－2

102 有限会社司建材 喜多　一司 犬上郡多賀町富之尾1296番地の2犬上郡多賀町富之尾1296番地の2 湖東－33 製材業 0749－49－0707 0749-20-9537 522-0337
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103 有限会社岸本木材店 岸本　誠一 愛知郡愛荘町目加田1983番地 愛知郡愛荘町目加田1983番地 湖東－34 製材業 0749－37－2063 0749-37-3963 529-1235

104 中村製材所 中村　直三 彦根市開出今町793番地 彦根市開出今町793番地 湖東－35 製材業 0749-47-5788 0749-47-5789 522-0007

105 Woody ヒキダ 近辻　照光 彦根市甘呂町1009番地の3 彦根市甘呂町1009番地の3 湖東－36 木材業 0749－28－1459 0749-25-5007 522-0046

106 大栄木工所 所　　道一 彦根市小泉町181－1 彦根市小泉町181－1 湖東－38 製材業 0749－22－1184 0749-26-3202 522-0043

107 株式会社　仙兆園 吉田　浩士 彦根市長曽根南町494-27 彦根市長曽根南町494-27 湖東―39 木材業 0749－24－1990 0749－24－1990 522-0052

108 株式会社　ひらつか建築 平塚　一弘 犬上郡多賀町多賀1835-1 犬上郡多賀町久徳929 湖東－40 製材業 0749-48-7575 0749-48-7576 522-0341

109 株式会社スンエン関西支店　長浜営業所白井　俊秀 長浜市十里町212番地 長浜市十里町212番地 湖北－2 木材業 0749－62－2199 0749-62-2197 526-0016

110 株式会社　材栄 赤尾　雅夫 長浜市八幡東町235番地1 長浜市八幡東町420番 湖北－3 製材業 0749－62－1991 0749-62-1993 526-0214

111 力興木材工業株式会社 今中　力松 米原市春照125番地 米原市春照125番地 湖北－4 製材業 0749－58－0029 0749-58-0814 521-0314

112 内保製材株式会社 川瀬　之洋 長浜市内保町1032 長浜市内保町1032 湖北－5 製材業 0749－74－0161 0749-74-0514 526-0244

113 滋賀北部森林組合 石谷　八郎 米原市市場438番地 米原市市場438番地 湖北－6 製材業 0749－55－8008 0749-55-2258 521-0225

114 長浜市伊香森林組合 川越　清孝 長浜市木之本町黒田1015番地 長浜市木之本町黒田1015番地 湖北－7 木材業 0749－82－5505 0749-82-5514 529-0426

115 有限会社白谷製材 白谷　弘行 米原市伊吹954－3号 米原市伊吹954－3号 湖北－8 製材業 0749－58－0003 0749-58-0043 521-0311

116 草野製材所　 草野　太郎 米原市間田547-1 米原市間田547-1 湖北－9 製材業 0749－55－1240 0749-55-3554 521-0236

117 大家堂 大家　博文　　 長浜市南田附町417 長浜市南田附町417 湖北－10 木材業 0749－62－7722 0749-50-4907 526-0844

118 有限会社白谷木材 白谷　栄司 米原市上野784番地 米原市上野784番地 湖北－11 製材業 0749－58－0960 0749-58-096２ 521-0312

119 鳥居木材株式会社 鳥居　憲治 長浜市加田町1560 長浜市加田町1560 湖北－12 製材業 0749－62－5255 0749-62-5237 526-0828

120 下村木材株式会社 下村　源一郎 長浜市七条町1148番地 長浜市七条町1148番地 湖北－14 製材業 0749－62－1501 0749-62-1527 526-0817

121 速水林業 速水　久行 長浜市小谷郡上町505 長浜市小谷郡上町505 湖北－15 製材業 0749－78－1104 0749-78-1745 529-0312

122 井益木材 井益　弥継 長浜市湖北町津里235 長浜市湖北町津里235 湖北－17 製材業 0749－79－0222 0749-79-0222 529-0362

123 有限会社山路製材所 山路　忠司 長浜市余呉町中之郷1634－1 長浜市余呉町中之郷1634－1 湖北－19 製材業 0749－86－3112 0749-86-2467 529-0515

124 株式会社シガウッド 高橋　文夫 長浜市大辰己町151番地 長浜市大辰己町151番地 湖北－21 製材業 0749－62－1517 0749-63-8817 529-0834

125 有限会社光　商店  森　忠男 長浜市高月町井口138番地 長浜市高月町井口138番地 湖北－22 木材業 0749－85－2188 0749-85-2195 529-0212

126 小坂林業 小坂　幸満 長浜市小野寺町332－2 長浜市小野寺町332－2 湖北－27 木材業 0749－74－2469 0749-74-2469 526-0221

127 有限会社谷口材木店 谷口　聡志 長浜市祇園町603 長浜市祇園町603 湖北－29 製材業 0749－62－0645 0749-65-5022 526-0061

128 中尾木材工業株式会社 中尾　松太郎 長浜市本庄町775番地 長浜市本庄町775番地 湖北－31 製材業 0749－62－1514 0749-62-1647 526-0821

129 山室木材工業株式会社 山室　弘樹 米原市大野木1751番地の5 米原市大野木1751番地の5 湖北－33 製材業 0749－57－0101 0749-57-1120 521-0244

130 有限会社湖周造林 大江　末治 米原市本市場171番地の4 米原市本市場171番地の4 湖北－34 木材業 0749－55－3521 0749-55-3521 521-0223

131 材米商店 西村　則幸 長浜市落合町770番地 長浜市落合町770番地 湖北－35 製材業 0749－72－2068 0749-72-4508 526-0102

132 田辺工業株式会社 田邉　喜範 長浜市東上坂町1121番地 長浜市東上坂町1121番地 湖北－36 製材業 0749－62－1555 0749-63-2449 526-0802

133 有限会社滝沢材木店 瀧澤　清 長浜市鳥羽上町848番地 長浜市鳥羽上町848番地 湖北－43 製材業 0749－62－4590 0749-62-4548 526-0822

134 三ッ橋材木店 三ッ橋　武男 長浜市元浜町31－10 長浜市三ツ矢元町16-7 湖北－45 製材業 0749－62－0369 0749-62-6558 526-0059

135 株式会社ヨコタ 横田　　亨 長浜市木之本町木之本1511-4 長浜市木之本町木之本1511-4 湖北―４９ 木材業 0749-82-2384 0749-82-3611 529-0425

136 教野木材 教野　力也 長浜市余呉町今市84-5 長浜市余呉町今市84-5 湖北－50 木材業 0749-86-2033 0749-56-1128 529-0526
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137 谷一木材株式会社 谷奥　忠嗣 奈良県桜井市桜井239 長浜市法楽寺町岡山１５０ 湖北-51 製材業 0749－74－1602 0749-74-1603 526-0223 事業所（工場）長浜市法楽寺町岡山１５０

138 株式会社　浅尾 浅尾　年彦 長浜市鳥羽上町783番地１ 長浜市鳥羽上町７８３番地１ 湖北－52 製材業 0749－62－2419 0749-62-1099 526-0822

139 有限責任事業組合　木民 椎名　壮司 長浜市余呉町中之郷１７０８番地5 長浜市余呉町中之郷１７０８番地5 湖北－5３ 木材業 090-9830-8592 529-0515

140 高島市森林組合 宮川　裕治 高島市朽木野尻364番地2 高島市朽木野尻364番地2 高島－1 製材業 0740－38－2214 0740-38-3277 520-1412

141 大溝工業株式会社 阪田　敏郎 高島市勝野1750 高島市勝野1750 高島－2 製材業 0740－36－0030 0740-36-1213 520-1121

142 有限会社窪内林産工業 窪内　晃 高島市今津町岸脇914－4 4高島市今津町岸脇914－4 高島－3 木材業 0740－22－0005 0740-22－0050 520-1653

143 川上産業株式会社 松本　重男 高島市今津町桂601番地 高島市今津町桂601番地 高島－4 製材業 0740－22－2254 0740-22-5538 520-1602

144 光洋木材 西川　光男 高島市勝野1724番地 高島市勝野1724番地 高島－5 木材業 0740－36－1078 0740-36-1078 520-1121

145 きしもと工房 岸本　雄亮 高島市朽木岩瀬186－1 高島市朽木岩瀬186－1 高島－6 製材業 0740－38－3132 0740-38-3132 520-1421

146 山田木材株式会社 山田　直樹 高島市鴨1804-3 高島市鴨1804-3 高島－7 製材業 0740－36－1505 0740-36-1125 520-1111

147 岡本木材株式会社 岡本　俊顕 高島市安曇川町南船木913－1 高島市安曇川町南船木913－1 高島－8 製材業 0740－34－0068 0740-34-0578 520-1233

148 株式会社ウッディー広瀬 冨本　由紀夫 高島市安曇川町中野84番地1号 高島市安曇川町中野84番地1号 高島－9 製材業 0740－33－0001 0740-33-1000 520-1204

149 三栄木工株式会社 宮川　銑藏 高島市新旭町安井川60番地3号 高島市新旭町安井川60番地3号 高島－10 製材業 0740－25－2665 0740-25-2666 520-1533

150 射庭林業有限会社 射庭　喜八郎 高島市マキノ町小荒路934番地2 高島市マキノ町小荒路934番地2 高島－11 木材業 0740－28－0280 0740-28-0280 520-1803

151 栗本林業 栗本　慶一 高島市朽木桑原129番地 高島市朽木桑原129番地 高島－12 木材業 0740－38－5125 0740-38-5159 520-1433

152 株式会社大成木材 西川　康太郎 高島市拝戸782番地 高島市拝戸782番地 高島－13 製材業 0740－37－0801 0740-37-0538 520-1132

153 有限会社クリエイト・マエダ 前田　　稔 高島市安曇川町上小川59番地2 高島市安曇川町上小川59番地2 高島－15 木材業 0740－32－3303 0740-32-3212 520-1224

154 有限会社ヨシモク 伊場　義則 高島市新旭町熊野本327 高島市新旭町熊野本327 高島－16 木材業 0740－25－6601 0740-25-6602 520-1532

155 有限会社石倉建具 石倉　冶雄 高島市勝野3028番地 高島市勝野3028番地 高島－17 製材業 0740－36－0601 0740-36-0601 520-1121

156 在原造林 上田　文吾 高島市マキノ町在原657 高島市マキノ町在原657 高島－19 木材業 0740－28－0689 0740－28－0689 520-1801

156認定事業体


