
名称 所在地

（本社）大阪市中央区北浜４丁目８－４ 06-6228-1401 06-6228-1400 541-0041

（工場）京都府舞鶴市平１０００番地 0773-68-0306 0773-68-0857 625-0133

名称 所在地

（本社）和歌山県田辺市中辺路町北郡27－1

（工場）和歌山県田辺市中辺路町北郡27－1

名称 所在地

（本社）富山県射水市寺塚原４１５番地 0766-84-4477 0766-84-4479 934-0056

（工場）富山県高岡市能町２０００番地 0766-21-2628 0766-25-0891 933-0003

名称 所在地

後藤木材株式会社 （本社）岐阜県岐阜市大倉町12 058-271-3000 058-271-3337 500-8447

①後藤木材株式会社マイウッド工場 （①工場）岐阜県各務原市須衛町７丁目７２ 058-370-2100 058-370-6200 509-0108

②株式会社ファンシー祖父江八開工場 （②工場）愛知県安西市江西町寺北６２ 0567-37-2548 0567-37-0160 495-0014

＊後藤木材㈱を代表の企業連携体

2023/2/17

令和2年4月1日 ウッドリンク株式会社 下地用製材

ＴＥＬ FAX 〒 備　　考認定年月日
事業所（工場）名

圧密加工木材（フローリング他）

ＴＥＬ FAX 〒 備　　考
事業所（工場）名

0739－64－1597

認定番号

びわ湖材製品加工認定事業体（合板加工）一覧表

2023/2/17

事業体名 代表者名 認定番号 認定年月日
事業所（工場）名

令和2年4月1日 林ベニヤ産業株式会社

種別 事業体名 代表者名

合板製造

ＴＥＬ FAX 〒 備　　考

林ベニヤ産業株式会社 内藤　和行 滋賀合板第１号

FAX 〒 備　　考

646－1413
台形集成加工
フリー板等製品加工

田辺市中辺路木材加工場 真砂　充敏 滋賀集成材第４号 令和2年8月6日

ＴＥＬ

びわ湖材製品加工認定事業体（集成材加工）一覧表

2023/2/17

代表者名 認定番号

田辺市中辺路木材加工場

後藤木材株式会社 後藤　栄一郎
滋賀圧密加工木材
(フローリング)第１号

事業体名 代表者名 認定番号 認定年月日

種別

圧密加工木材加工

集成材加工

下地用製材加工

合板加工

びわ湖材製品加工認定事業体（下地用製材加工）一覧表

令和2年4月1日

種別

ウッドリンク株式会社 原野　剛行 滋賀下地用製材第１号

びわ湖材製品加工認定事業体（下地用製材加工）一覧表

2023/2/17

種別

0739－64－1596

認定年月日
事業所（工場）名

事業体名



＜Ｒ2年9月以降＞

名称 所在地

（本社）三重県松阪市木の郷12番地

（本社）三重県松阪市木の郷12番地

（本社）岐阜県高山市漆垣内町３１８０ 0577－32－1001 0577－34－9185 506－8686

（工場）岐阜県高山市上宝町見座263

（本社）岐阜県郡上市白鳥町中津屋1385番地

（工場）岐阜県郡上市白鳥町中津屋1385番地

（本社・工場）愛媛県西条市小松町新屋敷甲1171番地1 0898-72-2421 0898-72-2422 799-1101

（工場）愛媛県西条市北条９６２番地５５

（本社）三重県松阪市大黒田町４７２番地 0598-26-1551 0598-26-1555 515-0063

（工場）三重県多気郡多気町色太９５0－１ 0598-49-3100 0598-45-4726 519-2212

（本社）京都府南丹市園部町船岡栗村60 0771-62-3535 0771-62-2001 622-0031

（工場）京都府南丹市園部町船岡栗村60

(本社）奈良県五條市住川町１２９７番地 0747-26-6662 0747-23-5260 637-0014

（工場）奈良県五條市住川町１２９７番地 0747-26-3456 0747-26-3450 637-0014

(本社）鳥取県日野郡日南町下石見1829-103 0859-83-6123 0859-83-6100 689-5665

（工場）鳥取県日野郡日南町下石見1829-103

(本社）奈良県桜井市吉備５５７ 0744-42-2124 0744-45-4766 633-0065

（工場）奈良県桜井市吉備５５７

(本社）岡山県真庭市勝山1209 0867-44-2695 0867-44-5105 717-0013

（工場）岡山県真庭市勝山1209

（工場）岡山県真庭市草加部1334－4

（工場）岡山県真庭市目木1－6

(本社）大阪府大阪市住之江区平林北１丁目２番１５８号 ０６－６６８５－２０６４ ０６－６６８２－２７１４ ５５９－００２６

（工場）大阪府大阪市住之江区平林北１丁目２番１５８号

吉田　敦彦 加Ｒ　2－９ 令和3年6月4日 吉田製材株式会社
造作材製材
内装材製材
構造材製材

銘建工業株式会社 中島　浩一郎 加Ｒ　2－１０ 令和3年7月6日 銘建工業株式会社

直交集成材（ＣＬＴ）
構造用集成材（大断面）
　　　　〃　　　（中断面）
　　　　〃　　　（小断面）

2023/2/17

グリーンウッドタクミ協同組合

飛騨産業株式会社

浦田　理 加Ｒ　2－1

501－5123

0598－20－2233 0598－20－2234 515－0088

びわ湖材認定加工事業体一覧表

事業体名 〒 備　　考

黄瀬　稔

代表者名 認定番号 認定年月日

集成材加工村地　一洋

令和2年9月7日

家具
インテリア用品
造作材

岡田　朁三 加Ｒ　2－2 令和2年9月7日

構造用製材
造作用製材
下地用製材

構造材製材
造作材製材
羽柄材製材

構造用製材
構造用集成材
直交集成材（ＣＬＴ）
枠組み壁工法構造用製材
枠組み壁工法縦継ぎ材

飛騨産業株式会社

グリーンウッドタクミ協同組合

事業所（工場）名
ＴＥＬ FAX

長良川木材事業協同組合 大野　英輔 加Ｒ　2－3 令和2年9月7日 長良川木材事業協同組合 0575－83－0318 0575－82－5028

株式会社オロチ 株式会社オロチ

加Ｒ　2－7
令和2年4月1日

（令和2年11月5日再交付）

株式会社サイプレス・スナダヤ 砂田　和之 加Ｒ　2－4 令和2年10月8日 株式会社サイプレス・スナダヤ

造作用・構造用
単板積層材（ＬＶＬ）

加Ｒ　2－5
令和2年4月1日

（令和2年10月29日再交
付）

株式会社オオコーチ

構造用製材
造作用製材
下地用製材
集成材加工

森　英樹 加Ｒ　2－８ 令和2年12月4日

越井木材工業株式会社 越井　潤 加Ｒ　2－11 令和3年8月4日 越井木材工業株式会社

構造用製材
枠組壁工法構造用製材
・木材の防腐防蟻加工・不燃
加工・水蒸気式熱処理加工

トリスミ集成材株式会社 トリスミ集成材株式会社

坂矢木材株式会社 坂矢　勝哉 加Ｒ　2－6 令和2年11月4日 坂矢木材株式会社
構造材製材
造作材製材
羽柄材製材

株式会社オオコーチ

吉田製材株式会社



＜Ｒ2年9月以降＞

名称 所在地

(本社）千葉県千葉市美浜区新港２２８番地 ０７４３－２４２－９０３１ ０４３－２４６－０２５２ ２６１－０００２

（工場）大阪府貝塚市港１７－４ ０７２－４２２－３２１３ ０７２－４２２－８２１３ ５９７－００９５

(本社）奈良県桜井市戒重１３７ 0744-46－3939 0744-46－3922 633-0064

（工場）奈良県桜井市戒重１３７ 0744－46－3700 0744－46－3838 633-0064

(本社）徳島県小松島市和田津開町北３９８番地

（工場）徳島県小松島市和田津開町北３９８番地

(本社）兵庫県丹波市青垣町桧倉３２３－３ ０７９５－８７－５２１７ ０７９５－８７－５７５９

（工場）兵庫県丹波市青垣町桧倉３２３－３ ０７９５－８７－５２１６ ０７９５－８７－５４４６

(本社）京都府城陽市市辺五島８４－２ ０７７４－５２－００３２ ０７７４－５５－３５３６

（工場）京都府城陽市市辺五島８４－２ ０７７４－５２－００３２ ０７７４－５５－３５３６

(本社）山形県天童市乱川　1－3－10 023－653－3121 023－653－3454

（工場）山形県天童市乱川　1－3－10 023－653－3121 023－653－3454

びわ湖材認定加工事業体一覧表

2023/2/17

株式会社三菱地所住宅加工センター

西垣林業株式会社

中島　秀敏 加Ｒ　2－12 令和3年11月5日 株式会社三菱地所住宅加工センター 枠組壁工法構造用製材

西垣　雅史 加Ｒ　2－13 令和3年11月5日 西垣林業株式会社

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

事業体名 代表者名 認定番号 認定年月日
事業所（工場）名

ＴＥＬ FAX 〒 備　　考

伊藤　　哲 加Ｒ　2－1４ 令和3年12月23日 ウッドファースト株式会社
構造用製材
造作用製材
羽柄材製材

ウッドファースト株式会社 ０８８５－３５－７００１ ０８８５－３５－７００５ ７７３－００２０

株式会社天童木工 加藤　幸男 加Ｒ　2－17 令和4年7月4日 株式会社天童木工 994－8601
木製家具・インテリア用
品・形成合板製造
形成合板家具製造

株式会社木栄 森下　清光 加Ｒ　2－1５ 令和4年1月21日 株式会社木栄 ６６９－３８２１
構造用製材
造作用製材

ホリモク株式会社 堀井　誠二 加Ｒ　2－1６ 令和4年4月1日 ホリモク株式会社
構造用製材
造作用製材
家具製造

６１０－０１１４


