
県産材・国産材取扱事業体（主な取扱い品目）

業種・兼業する事業

TEL 077-522-6738
FAX 077-526-1621

【国産材】
【外材】

業種・兼業する事業

TEL 077-543-8806
FAX 077-543-8807

業種・兼業する事業

TEL 077-562-8945
FAX 077-562-8839

【県産材】
【国産材】

【外材】 

業種・兼業する事業

TEL 077-524-6443
FAX 077-522-4353

   ホワイトウッド　60巾 ・90巾 ・105巾

大    津 （製材業）

   米松

杉　 ヌキ ・ハナ板

 総合建築金物

取扱品目 企業ＰＲ

桧 　90角 ・105角
      赤松　 胴緣

木材と一緒に総合建築金物もやっています。

 代表取締役
　　　　吉村　建男

〒520-0817
大津市昭和町3-22

【外材】　建設土木資材
 　　各種木材製品・合板

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 2㎥　 杉 1等 下地材及び上小 造作材

30㎥  米栂 ・米松 ・メルサワ ・

20㎥　桧 1等 下地材及び上小 造作材 ・
   杉 上小 造作材

（有）吉村木材店
yosimura_mokuzai@nifty.com

 各種造作材の別注加工 ・製材が主です。
 ほとんど乾燥材で対応出来ます。

          ホワイトアッシュ  他

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　結城　光彦

〒520-0822
大津市秋葉台8番10号

企業ＰＲ

取扱品目 企業ＰＲ

弊社は昭和2年の創業以来、木製梱包荷材メー
カーとして歩み続けており、木箱 ・パレット ・木
ロール ・合板等の加工など、あらゆる梱包荷材を
生産しております。

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

ニュージーランド松 ・米松 （年/685㎥）
桧 ・杉 （年/163㎥）

 梱包荷材一式 （パレット ・木箱 ・木枠 ・合板加工）

滋賀南部森林組合

取扱品目

 代表理事組合長
　　　　相井　忠良

寿木材工業（株）
k021@clock.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地

〒520-2124
大津市瀬田神領町番戸谷
　　　　　　　　　　　　　　 40-1

取扱品目 企業ＰＲ

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　桑原　一男

〒525-0063
草津市南山田町403番地

膳所木材工業（株）

　　【びわ湖材】杉・桧・家具



業種・兼業する事業

TEL 077-573-1788
FAX 077-573-1719

 【県産材】 440㎥
乾燥材土台 ・柱   65㎥
乾燥材梁 桁 175㎥

 【国産材】 唐松　土木丸太杭 140㎥
その他 国産材 250㎥

業種・兼業する事業

TEL 077-572-0428
FAX 077-573-6608

業種・兼業する事業
TEL 077-585-0490
FAX 077-585-0486

業種・兼業する事業
TEL 077-586-2211
FAX 077-587-5571

  内訳　
【国産材】
【外材】

昭和63年に15番目の木材市場（全国16ヶ所）とし
て開設。関西エリアをはじめ北陸・中部エリアのお
取引先150社。平成18年にプレカット工場を併設。
市開催以外に年2～3回工務店様同行展示会を開
催し、木材利用促進の情報発信にも努めていま
す。

桧 ・杉   6000㎥
米松 ・WW ・SPF ・RW ・赤松  12000㎥

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　大井　昭雄

〒524-0103
守山市洲本町2184-2

 不動産

取扱品目 企業ＰＲ
【国産材】　　木曾桧、地桧   建具材　　　 　10㎥

http://www.nice.co.jp

平成26年度 取扱数量　18000㎥

 滋賀市場長
　　　　西　　裕史

〒520-2322
野洲市南桜156

ナイス株式会社　滋賀市場
hirohito.nishi@nice.co.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　【外材】　　 スプルース、米松   建具材 　100㎥
 建具材専門

取扱品目 企業ＰＲ

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

木材製品

電話（FAX）

守山・野洲 （木材販売業）

（株）大井商店
代表者（職名・氏名） 所在地

建材 ・住設機器（各種メーカー）

 建築土木用材の製材 ・販売

澤製材所
sawa.seizaisyo@w2.dion.ne.jp

桧 ・杉 ・松 ・栂 ・ホワイトウッド

〒520-0244
大津市衣川三丁目2番37号

 代表取締役
　　　　伊藤　　誠

所在地

（株）伊 藤 源
info@itogen .co.jp
http://itogen.co.jp/

代表者（職名・氏名）

杉 ・桧材

　　　　澤　　孝
〒520-0242
大津市本堅田五丁目
　　　　　　　　　　　　6番29号

取扱品目 企業ＰＲ

取扱品目 企業ＰＲ

滋賀県産杉 ・桧材を燻煙熱処理乾燥及び、高温
蒸気乾燥処理して、お客様に安心して頂ける材を
提供します。



業種・兼業する事業
TEL 077-582-2773
FAX 077-583-2331

【県産材】 80㎥ 【外材】 350㎥
【国産材】 200㎥

建築材

　外材（梁、柱）

業種・兼業する事業
TEL 077-585-0006
FAX 077-585-4610

【県産材】   5㎥ 【外材】 400㎥
【国産材】 150㎥

建築材　

   その他

業種・兼業する事業
TEL 077-582-2028
FAX 077-582-6760
携帯

　 【県産材】　　
　 【国産材】　　

【外材】

業種・兼業する事業
TEL 077-589-2043
FAX 077-589-2366

 代表取締役
　　　　京　　喬

〒520-2416
野洲市堤296-2

 不動産賃貸業

取扱品目

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　三品　英岳

〒524-0061
守山市赤野井町688

取扱品目 企業ＰＲ

守山・野洲支部 （製材業）

（株）三品幸材木店
misina@f8.dion.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　森川　武司

〒524-0046
守山市今宿1丁目1番18号

「三方よし」で住まいづくりのお手伝いをさせていた
だきます。

桧　 柱、大引、他　寸法各種

取扱品目 企業ＰＲ

 主に乾燥材を取り扱っています。　桧　 （柱、土台）
　杉　 （床材、焼板、羽目板）

（株）近江建材センター
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　山本　忠彦

〒524-0012
守山市播磨田町
　　　　　　　　　752番地の1

企業ＰＲ

県産材は素材から仕入れ、製材・乾燥し、自社工
場で一貫して生産しています。

良い住宅には “良い建築資材を” お届け致しま
す。米松、米ヒバ、スプルース、

メルサワ、米栂、WW　　1000㎥

京彦木材（株）
t.kyohiko@basil.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

桧、杉、ケヤキ、地松　　500㎥

取扱品目 企業ＰＲ
桧、杉、地松　　5㎥

その他一般住宅部材
建材 ・住宅機器

杉　 板類　　　　　　寸法各種

（株）森川商店
morikawa-mokuzai@coffee.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地



業種・兼業する事業
TEL 077-587-0081
FAX 077-587-0063
携帯 090-1440-2901

業種・兼業する事業
TEL 0748-62-1191
FAX 0748-62-3457

【県産材】
【国産材】
【外材】 　　1500㎥

業種・兼業する事業

TEL 0748-66-0162
FAX 0748-66-1057

【県産材】 300㎥
【国産材】 500㎥

     【外材】 200㎥

夢を育むぬくもりの住まい、こころ豊かに暮らすこ
だわりのハイクオリティー住宅を提供しています。
我が社は木材業を経て40数余年の歴史を歩み、
滋賀県産材の優良木材を使用。滋賀県内で650棟
の建築施工実績を有し「marusyo」の愛称で支えら
れてきました。

一般建築材・住宅機器

電話（FAX）
 
 代表取締役
　　　　立岡　　徹

〒528-0211
甲賀市土山町北土山1435

総合建築請負設計施工
業、注文住宅設計施工 ・
一般住宅のリフォーム工
事
上下水道業土木工事請負
業 ・各種造成工事 ・公共
工事等 ・とび ・舗装施工
・不動産賃貸業 ・暗渠排
水施工

取扱品目 企業ＰＲ

〒520-2304
野洲市永原1093番地

 建築 ・設計事務所

取扱品目 企業ＰＲ

http://www.ueda-sangyo.com

（株）丸　　正
info@marusyomain.jp
http://marusyo.main.jp/

代表者（職名・氏名） 所在地

 建築会社
 チップ工場（グループ会
社）

取扱品目 企業ＰＲ
杉 ・桧 ・松　　 　5500㎥

国産材原木市場、国産材 ・外材製品販売
外材原木販売、建材住設機器販売

杉 ・桧 ・松 他　11400㎥

http://www.kouka.ne.jp/~kourin/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　山田　喜一朗

〒528-0043
甲賀市水口町杣中160番地

県産木材を多数取り扱っています。製材から木材
乾燥 ・モルダー加工まで、自社工場で一貫して加
工出来ます。
賃乾燥（低温除湿式人工乾燥） ・賃加工（羽目板
・本実加工）も出来ます。

甲  賀 （木材販売業）

甲賀林材（株）
k-rn1191@kouka.ne.jp

上田産業（株）
info-u@ueda-sangyo.com

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　上田　崇司



業種・兼業する事業
TEL 0748-66-0021
FAX 0748-66-0021

立木伐採搬出一式請負

業種・兼業する事業
TEL 0748-88-3156
FAX 0748-88-5592

【県産材】 100㎥ 【外材】 200㎥
【国産材】 400㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-88-2222
FAX 0748-88-5515

【県産材】 300㎥ 【国産材】 500㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-82-0187
FAX 0748-82-3621

取扱品目 企業ＰＲ
 桧  角材30本 　　米松  タルキ他　角材350本
 その他　杉板 ・焼杉　　米松  平角材　　杉  間柱 ・床材

大平材木店（マルダイ）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　大平　　進
〒529-1851
甲賀市信楽町長野
　　　　　　　　　　460番地2

取扱品目 企業ＰＲ

住宅関連商品を広く取り扱っており、お客様の要
望に敏速に対応できるよう心掛けています。

建築材　桧（柱）寸法各種　杉（柱）寸法各種
その他一般住宅部材多数、焼杉、羽目板、床材、合板も
取り扱っています。

（株）モチヅキ
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　望月　文男

〒520-3433
甲賀市甲賀町大原市場
　　　　　　　　　　　 718番地

取扱品目 企業ＰＲ

焼杉、羽目板、床板の専門メーカーとして、各種製
品を製造販売しております。県産材（びわ湖材）に
ついても、一定量在庫を保有し対応しております。
羽目板や床板、また外壁材は、一般住宅はもとよ
り学校や公共施設にも多数採用いただいておりま
す。その他、特注品対応や賃加工も承っておりま
す。

　　建築用の焼杉、羽目板、床板など製造販売して
　　おります。
     スギ、ヒノキ、ベイスギ、ベイマツ、パイン

http://www.daietsu.co.jp
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　福西　丈夫

〒520-3435
甲賀市甲賀町相模192番地

杉素材 ・桧素材
木造建築請負
国内外銘木造作材

杉 ・桧 ・その他国産材、建築用材一式

（株）ダイエツ
info@daietsu.co.jp

　　　　前川　友弘
〒528-0211
甲賀市土山町北土山
　　　　　　　　　　　　870番地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

前友木材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0748-88-6551
FAX 0748-88-6558

【国産材】 870㎥/月 【外材】 10430㎥/月

業種・兼業する事業
TEL 0748-88-3188
FAX 0748-88-2871

【県産材】   30㎥ 【外材】 250㎥
【国産材】 200㎥
建築材

業種・兼業する事業
TEL 0748-88-5136
FAX 0748-88-5136

業種・兼業する事業
TEL 0748-77-3211
FAX 0748-77-5050

建築材 ヒノキ（柱）
スギ（梁）
台木（桧）

約300本　　寸法各種
２ケ月前に注文をいただければ、どんな物でも納
品いたします。

約300本　　寸法各種
約1000本   寸法各種

 代表取締役
　　　　石田　　孝

〒520-3105
湖南市石部西2-6-1

 不動産業

取扱品目 企業ＰＲ

石田木材（有）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　中島　寛志

〒520-3411
甲賀市甲賀町神1442

取扱品目 企業ＰＲ

甲   賀 （製材業）

（有）神村製材所
代表者（職名・氏名） 所在地

一般建築材に加え、県産材 ・国産材の特殊材 ・
乾燥材も取り扱いしております。また木工事請負
やリフォーム業にも取り組んでいます。

ヒノキ 柱 ・土台 など　 寸法各種
スギ   柱 ・梁 など　　　寸法各種
マツ    梁 など　　　　　 寸法各種
米松   梁 ・母屋 など　 寸法各種

一般建材　焼スギ ・羽目板 ・床材 など

 代表取締役
　　　　三浦　浩一

〒520-3433
甲賀市甲賀町大原市場
　　　　　　　　　　　 806番地

 木工事

取扱品目 企業ＰＲ

甲賀木材工業（有）
kohmoku@nifty.com

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

取扱品目 企業ＰＲ

生産棟数 月間800棟。西日本エリアNo.1の生産量
を誇るプレカット工場です。最新鋭のプレカット加
工機を導入し、お客様のご要望にお応えします。

 ◦木造建築構造材 ・羽柄材全般
　赤松集成梁桁  約 24000本/月　
　米松KD/GRN 梁桁  約 40000本/月
　ホワイトウッド 集成柱  約 46000本/月
　赤松集成柱  約 7000本/月
　桧KD/GRN 土台  約 4000本/月
　桧KD柱  約 500本/月
　杉KD柱  約 1900本/月
　ホワイトウッド 間柱  約 10万本/月
　針葉樹合板  約 7万3千枚/月

ポラテック西日本（株）　滋賀工場
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　中内　晃次郎

〒520-3405
甲賀市甲賀町隠岐2403-17



業種・兼業する事業
TEL 0748-69-0323
FAX 0748-69-0357

【国産材】 800㎥ 【外材】 4000㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-77-3697
FAX 0748-77-4026

柱 800本
梁 800本

業種・兼業する事業
TEL 0748-66-0080
FAX 0748-66-1451

【県産材】 108㎥ 【外材】 6.5㎥
【国産材】 278㎥
建築材 桧　約550本 寸法各種

杉　約450本 寸法各種

業種・兼業する事業
TEL 0748-67-0012
FAX 0748-67-0369

【県産材】  50㎥ 【外材】 200㎥
【国産材】 200㎥

建築材 マツ 寸法各種
ヒノキ 寸法各種
スギ 寸法各種

用途に適した商品に仕上げ、お客様に満足してい
ただけるように努めております。日本の伝統、ぬく
もりのある木の家を提案し続けており、びわ湖材
の製品も取り扱っております。オリジナル木工製
品の加工 ・販売もしています。立木伐採、賃挽き
も行っています。

米松材　挽材　寸法各種
一般建築材多数

　 土木製品、オリジナル木工品 加工販売　等

 代表取締役
　　　　土山　耕作

〒528-0232
甲賀市土山町前野138番地

取扱品目 企業ＰＲ

白川製材（有）
seizaisyo@maia.eonet.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

原木仕込⇒製材⇒販売まで、全て自社で製造販
売しています。

その他、一般住宅部材多数。
焼杉 ・羽目板 ・床材も取り扱っています。

osumimoku@kouka.ne.jp
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　大隅　繁雄

〒528-0212
甲賀市土山町南土山甲
　　　　　　　　　　　857番地1

桧 ・杉 ・EW
主に工務店様を得意先とし、建築材料（プレカット
・造作材 ・住宅設備機器）の販売を行っています。
製材がありますので、特別な寸法にもお応えする
ことができます。

米松 ・PB ・G ・杉 ・RW（EW)

焼板、羽目板、床材（フローリング）の各種メーカー製品
（ウッドワン、ダイケン、パナソニック、アイカ など）を取り
扱っています。

（有）大隅木材

 代表取締役
　　　　山本　　勝

〒520-3121
湖南市西寺2-4-13

取扱品目 企業ＰＲ

（有）山本材木店
zaimoku@trust.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

取扱品目 企業ＰＲ

 木製パレット（オーダーメイド）製造。
 木箱（国内 ・海外用）の製造。
 重量梱包（出張含）も行っています。

 　　チリ松、ニュージーランド松
 　　カラ松、桧

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　小倉　千亮

〒528-0202
甲賀市土山町鮎河881

小倉木材（株）



業種・兼業する事業
TEL 0748-66-1116
FAX 0748-66-1459

【県産材】 100㎥ 【国産材】 100㎥

土山合同木材

業種・兼業する事業
TEL 0748-68-0021
FAX 0748-68-0628

業種・兼業する事業
TEL 0748-86-2173
FAX 0748-86-6939

業種・兼業する事業
TEL 0748-66-1195
FAX 0748-66-1196

【県産材】 150㎥ 【外材】 450㎥
【国産材】 300㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-62-8534
FAX 0748-62-3378

若さを生かし、フットワークのよさをモットーにお客
様のニーズに迅速にお応え致します。 　 一般建築材料

　  土木工事材料（杭 ・矢板 ・足場板 ・桟木 他）

 代表取締役
　　　　渡邉　俊博

〒528-0212
甲賀市土山町南土山乙
　　　　　　　　　421番地の1

取扱品目 企業ＰＲ

西田木材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　西田　利一郎
〒528-0065
甲賀市水口町春日1977

取扱品目 企業ＰＲ

ヒノキ ・スギ ・マツ ・外材 ・その他一般住宅部材、
多数扱っています。

国産材、県産材を使った新築 ・リフォーム ・
ログハウス

（株）土山木協
t-0929@kouka.ne.jp
http://tsuchiyama-w.com/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　山本　信也

〒520-3301
甲賀市甲南町寺庄1293

 建築業
 土木工事業
 宅地建物取引業

取扱品目 企業ＰＲ

（株）山　　平
info@e-yamahei.com
http://www.e-yamahei.com/

代表者（職名・氏名） 所在地

取扱品目 企業ＰＲ
  【県産材】  杉　  105㎥

焼杉用板 焼杉製品と梱包用材に杉丸太を使用しています。
梱包用木箱、パレット等を製造している為、丸太の
歩止まりが向上しています。

  【国産材】  杉　　220㎥
　 【外材】  チリ材　 270㎥ 木箱、パレット、その他

tsuchiyamagoudo@ares.eonet.ne.jp
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　山田　建造
〒528-0208
甲賀市土山町黒川1618

 建設業
 建具業

取扱品目 企業ＰＲ

建設部の住宅建築は、施主様個々のニーズに応
えられるように、新しいものの勉強、古いものの良
い所の見直し等に取り組んでいます。

建築材　桧　寸法各種 木工材　　桧　　寸法各種
            杉　寸法各種 　　　　　　 杉　　寸法各種　　　

tsujiseizaisyo@iris.eonet.ne.jp
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　辻　弥重治

〒528-0211
甲賀市土山町北土山
　　　　　　　　　　　772番地

（株）辻製材所



業種・兼業する事業
TEL 0748-83-0862
FAX 0748-83-0862

国産材の原木 ・製品 各種建築用材
合板建材
陶芸用 ・ストーブ用薪

業種・兼業する事業
TEL 0748-82-0009
FAX 0748-82-3448

業種・兼業する事業
TEL 0748-65-4180
FAX 0748-65-4181

業種・兼業する事業
TEL 0748-66-0015
FAX 0748-66-0395

建築用材 1650㎥
木製品 15㎥

杭/丸太 73㎥ 【県産材】  750㎥
合板 30㎥ 【国産材】 1018㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-82-0758
TEL 0748-82-2434
FAX 0748-82-3066

ロータリー丸太 ・皮ムキ丸太 ・杭丸太 ・矢板
加圧注入防腐処理材 ・輸出梱包熱処理材
家具 ・東屋 ・パーゴラ ・遊具 ・テーブル ・ベンチ ・
木橋 ・転落防止柵 ・工事標示板 ・県産材型枠 ・
シスイエース ・枕木 ・パレット ・松杭 等

【県産材】 1100㎥ 【外材】 50㎥
【国産材】  220㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-52-4334
FAX 0748-52-4449

所在地 電話（FAX）

（土山事業所・土山工場）
 〒528-0331
 甲賀市土山町北土山361

 森林整備 ・治山工事 ・
 林業資材販売

滋賀中央森林組合
shiga-shin@shiga-forest.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

取扱品目 企業ＰＲ

杭丸太等の土木資材及び公園施設 ・家具 ・看板
等の施工販売。
加圧注入防腐処理によるAQ認証屋外製品部材
認証工場。

所在地 電話（FAX）

（日野事業所)
 〒529-1602
 蒲生郡日野町河原1-1

取扱品目 企業ＰＲ
（柱 ・桁 ・梁 ・羽柄材 ・羽目板） 主にびわ湖材を取り扱っており、原木搬出⇒製材

⇒乾燥⇒モルダー と一貫した生産工程を行って
おります。大型公共物件から一般住宅まで多様な
製品サイズに対応しています。賃挽き、賃モル
ダーも行っております。

所在地 電話（FAX）

(信楽事業所)
(信楽工場）
 〒529-1832
 甲賀市信楽町小川出1-1

 森林整備 ・治山工事 ・
 林業資材販売

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

木材の販売 ・木造建築を行っており、木造建築に
おいては、自然素材にこだわり、家族が健康で安
心な住まい造りを行っています。

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　山本　日出男

〒529-1851
甲賀市信楽町長野
　　　　　　　　　　600番地1

木材をはじめ、合板から住宅の設備 ・住宅に必要
なもの、そして陶芸用 ・ストーブ用の薪を販売して
おります。

住宅設備機材　　　プレカット

（株）マルイチ
maruichi01@seizaiya.jp
http://www.seizaiya.jp

 代表理事組合長
　　　　松山　正己

（本所）
 〒528-0014
 甲賀市水口町鹿深3-39

　　　　田村　　茂和
〒529-1802
甲賀市信楽町黄瀬2848-1

取扱品目 企業ＰＲ

田村製材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0748-37-7185
FAX 0748-37-6982

【県産材】 100㎥
【国産材】 500㎥

　　建築材

業種・兼業する事業
TEL 0748-38-4147
FAX 0748-37-8993

【県産材】 　300㎥ 【外材】 5000㎥
【国産材】 4000㎥

 建築にかかわる資材（タルキ杭から柱 ・梁桁 等）

業種・兼業する事業
TEL 0748-34-8676
FAX 0748-34-8676

【県産材】 50㎥
【国産材】 30㎥

　 　【外材】 90㎥ 桁 ・梁 等

業種・兼業する事業
TEL 0748-36-8408
FAX 0748-32-3105

 ヒノキ ・スギ 等の国産材製品 お客様の素敵な住まいづくりを心を込めて応援し
ます。 米松 ・赤松 等の外材製品

 代表取締役社長
　　　　辻井　正光

〒523-0063
近江八幡市十王町898-3

建築一式工事業
不動産の賃貸

取扱品目 企業ＰＲ

板 及び土台 等 一般木造住宅に関わる木材、建材を幅広く取り
扱っております。

（株）辻井製材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　塩田　忠伸

〒523-0058
近江八幡市加茂町380

取扱品目 企業ＰＲ

建築に関わるあらゆる資材を取り扱っており、配
送はジャスト イン タイム！取引先へのサポート
（補助事業等）を積極的に行っています。

近江八幡 （製材業）

塩田木材店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　中嶋　勝行

〒523-0005
近江八幡市末広町13番地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

（有）シガオータランバー
sigaoota@axel.ocn.ne.jp
https://www.e-house.co.jp/shigaoota/

代表者（職名・氏名） 所在地

【外材】　　1500㎥

プレカットから木材 ・住設建材 ・太陽光発電 ・蓄
電池まで、幅広く住宅に関する資材を取り扱って
います。

桧 ・杉 （県産含む） 柱 ・梁など寸法各種

外材　　米松梁材 ・北欧間柱 ・ロシア材
　　　　　小割など寸法各種

国産　  焼杉 ・羽目板 ・フローリングや
　　　　　南洋材化粧材

　 その他一般住宅部材多数取り扱っています。

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　野瀬　宇一郎

〒523-0015
近江八幡市上田町175

取扱品目 企業ＰＲ

近江八幡 （木材販売業）

（株）八　　興
代表者（職名・氏名） 所在地



業種・兼業する事業
TEL 0748-33-4221
FAX 0748-33-4222

業種・兼業する事業
TEL 0748-58-1082
FAX 0748-58-1083

業種・兼業する事業
TEL 0748-57-0615
FAX 0748-57-1063

【県産材】 　200㎥ 【外材】 12000㎥
【国産材】 1200㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-22-3060
FAX 0748-25-1250

TEL 0748-22-3061
FAX 0748-23-6215

【県産材】   60㎥ 【外材】 700㎥
【国産材】 250㎥

取扱品目 企業ＰＲ

地元での木材販売を基礎とし、不動産 ・建築業へ
と多角化して本年40周年を迎える事が出来まし
た。”家に関する全てのニーズに素早く応えられ
る” ことを目指して社員一同頑張っています。

国内産 ・国外産を問わず、建築に関する殆どの木材資
材に対応しています。構造材、造作材の規格品から別
注品等、建材及び住設機器から太陽光発電等、伝統の
木材から最新の商品まで提案 ・販売致します。

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　田中　彦嗣

（本社）〒527-0025
　 　東近江市八日市東本町
　　　　　　　　　　　 　6番52号  不動産業

 建築業（木材部）〒527-0051
　　 東近江市林田町
                      1600-1

（株）山　　彦
mokuzai@yamahiko1.jp 　　（木材部）
http://www.yamahiko1.jp  （山彦）　

代表者（職名・氏名） 所在地

私達はサービスを通して、お客様 ・仕入先 ・地域
社会に対して無くてはならない企業を目指し、日々
精進しております。

建築材 寸法各種　
その他 住宅資材全般
木材全般、新建材、床材 他

八日市 （木材販売業）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　村地　一洋

〒520-2524
蒲生郡竜王町綾戸328-3

取扱品目 企業ＰＲ

村地綜合木材（株）
y-fujii@murachi.com
http://www.murachi.com

代表者（職名・氏名） 所在地

取扱品目 企業ＰＲ

ピーラ ・米松 ・米ヒバ ・モアビ、その他 アフリカ材
アピトン ・ニヤトー 、その他 南洋材
各種別注製材品、原木販売
木材全般、テーブル天板、賃挽き等取り扱っておりま
す。

長尺70尺（21m）まで製材可能。長尺 ・大径木 ・堅
木、どんな材でも製材致します。
木材業者様、卸しのみの販売。

河平木材（株）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　河村　圭悟

〒520-2572
蒲生郡竜王町西川
　　　　　　　　　　1333番地

 ダンボール紙器

取扱品目 企業ＰＲ
一般建築材、新建材、住宅設備機器

 的確 ・迅速 ・真心

http://www.ex.biwa.ne.jp/~hachimoku
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　土田　芳次

〒523-0888
近江八幡市孫平治町
                 2丁目8番地

八幡木材（株）
tsuchidary@yahoo.co.jp



業種・兼業する事業
TEL 0748-20-1951
FAX 0748-20-1953

【県産材】 　　40㎥ 【外材】 1600㎥
【国産材】 1300㎥
建築材 国産　　桧

　　　　　杉   寸法各種 ・柱材
　　　　地松 ・構造材
外材　米松 ・造作材
　　　　米栂 ・内装材
　　　　米杉
　　　南洋材

業種・兼業する事業
TEL 0748-24-2257
FAX 0748-24-2256

【県産材】  　850㎥ 【外材】 2000㎥
【国産材】 13000㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-22-0458
FAX 0748-25-0530

建築材

業種・兼業する事業
TEL 0748-23-2211
FAX 0748-24-2026

 ヒノキ、スギ、米松、米栂、メルサワ、モアビ
県産材以外にも、米松 ・米栂 ・メルサワ ・モアビ
等、製材しております。
土木建築材 ・梱包材 ・リンギ ・バタ角 等

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　山田　洋

〒527-0086
東近江市上平木町2396-1

取扱品目 企業ＰＲ

丸和産業（株）
maruwa2211@nifty.com
http://homepage3.nifty.com/maruwa2211/

代表者（職名・氏名） 所在地

桧 ・杉 ・米松 ・赤松
　  住設建材一式

八日市 （製材業）

　　　　奥野　信昭
〒527-0028
東近江市八日市金屋
　　　　　 　三丁目5番13号

取扱品目 企業ＰＲ

国産材を主に、住宅 ・社寺用等、取り扱っておりま
す。

スギ ・ヒノキ  柱 ・梁 ・割物等、取り扱っております。

奥野材木店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　八木　　潤

〒527-0085
東近江市下羽田町201-2

取扱品目 企業ＰＲ

その他、住宅部材多数。無垢フロア ・床材 ・無垢羽目板
・焼杉等、各種取り扱っています。

（有）八木商店
yagishouten.shiga@e-omi.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地

木材 ・新建材 ・ベニヤ卸 ・プレカット事業
住宅設備機器 ・住宅内外装工事一式

　寸法各種

無垢一枚板 ・無垢素材家具（木つつ木工房）

建築業者向けセミナー、勉強会も２カ月に一度開
催しております！！

 代表取締役
　　　　太田　宗男

〒527-0001
東近江市建部下野町
　　　　　　　　　　　16番地

取扱品目 企業ＰＲ

plywoodohmi@nifty.com
http://www.plywood-omi.com

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

（株）プライウッド・オウミ



業種・兼業する事業
TEL 0748-23-2337
FAX 0748-23-4934

【国産材】 100㎥ 【外材】 500㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-52-6301
FAX 0748-52-6308

【県産材】　 2.0㎥
8.6㎥

【国産材】　

杉板 等 5.0㎥
　 【外材】 米材、W材 35.0㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-55-0457
FAX 0748-55-2730

業種・兼業する事業
TEL 0748-55-3125
FAX 0748-55-3221

【県産材】   50㎥ 　【外材】 150㎥
【国産材】 150㎥

 一般建築材料、新建材、住設機材

　　　　森嶋　藤志男
〒529-1536
東近江市合戸町369-2

取扱品目 企業ＰＲ

木材 ・建材 ・銘木 ・設備 ・伐採

森嶋住建
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

　　　　臼井　正一郎
〒529-1522
東近江市鋳物師町965-2

取扱品目 企業ＰＲ

蒲生東部 （製材業）

臼井製材
代表者（職名・氏名） 所在地

杉  板材 他

 次代に引き継げる住まいを提案

桧　　120×120　3M
桧　　120×120　3M

22.0㎥　　 　105×105　3M
　 　　105×105　4M

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　牧野　伸一

〒529-1622
蒲生郡日野町北畑570-1

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

蒲生東部 （木材販売業）

（株）滋賀ナイス
nais@space.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地

建築木材、建材を主に取り扱っています。その他、
木毛セメント板の販売、木材、合板の加工（寸法切
り、パレット製作等）、お客様の御要望に臨機応変
に対応しております。

桧 ・杉 ・米松 ・赤松 　　その他住宅部材
その他焼板（杉） ・羽目板 ・床材 ・野地板 ・ヌキ板 ・
ラス板 ・銘目 等

 代表取締役
　　　　森本　直志

〒527-0019
東近江市八日市松尾町
　　　　　　　　　　　　　1-16

取扱品目 企業ＰＲ

（有）森本材木店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0748-52-0359
FAX 0748-52-3588

【県産材】 杉 ・桧 10㎥
【国産材】 杉 ・桧 20㎥
【外材】 米松 15㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-52-1620
FAX 0748-52-1621

【県産材】 100㎥ 【外材】 300㎥
【国産材】 100㎥

業種・兼業する事業
TEL 0748-27-0034
FAX 0748-27-1036

【県産材】 3000㎥
　

業種・兼業する事業
　 TEL 0749-22-1653

FAX 0749-22-1711

　樹種　： 桧 ・杉 ・ケヤキ ・松 他
各種立木の買取り及び伐採、搬出。
危険立木の伐採、処分など。
特に、県産材の素材生産 ・提供に取り組んでいま
す。

東近江市永源寺森林組合
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表理事組合長
　　　　谷田　市郎

〒527-0231
東近江市山上町3544番地

永源寺部 （製材業）

電話（FAX）

　　　　北村　康範
〒522-0082
彦根市安清町10-4

 山の育成

取扱品目 企業ＰＲ

彦　　根 （素材生産業）

北兼材木店
代表者（職名・氏名） 所在地

取扱品目 企業ＰＲ

地域内における集約化施業に積極的に取り組ん
でおり、当組合の製材施設では、そこで生産され
た木材を加工しているため、99％以上が県産材で
あるのが特徴です。近年では、広葉樹の取り扱い
量も拡大しており、薪をはじめ木質バイオマスエネ
ルギーの生産にも貢献しています。

スギ ・ヒノキ　 寸法各種
コナラ　 薪用

 代表取締役
　　　　野出　正光

〒529-1642
蒲生郡日野町上野田
　　　　　　　　　　　836番地

取扱品目 企業ＰＲ

（株）野出政材木店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 建築材料 ・一般材 ・新建材 ・土木材

　　　　寺田　宗博
〒529-1609
蒲生郡日野町中道1丁目
　　　　　　　　　　　　12番地

取扱品目 企業ＰＲ

寺田製材所
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0749-22-8240
FAX 0749-47-5201

業種・兼業する事業
TEL 0749-23-1654
FAX 0749-23-1654

業種・兼業する事業
TEL 0749-22-1200
〃 0749-23-8710

FAX 0749-22-1248

【県産材】 100㎥
【国産材】 100㎥
【外材】 100㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-28-1155
FAX 0749-28-1160

業種・兼業する事業
TEL 0749-22-5535
FAX 0749-26-3079

【県産材】  100㎥    【外材】 2000㎥
【国産材】 3000㎥

全国各地の50以上の産地とのつながりを活かした
仕入力で、お客様の御要望にお応えします。ま
た、プレカットCADによる伏図作成、セミナーやイ
ベントの開催などで、地域の工務店をサポート。

 ◦ 構造材 （杉 ・松 ・地松 ・米松 ・米ヒバ など）

 ◦ 造林材 （上記の他、メルサワなどの南洋材、
                                                  各種広葉樹製品）

 ◦ 下地材 （赤松 ・米松 ・杉 ・ホワイトウッド など）
 ◦ その他 （各種ベニヤ ・フロア材 ・羽目板材など多数）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　松田　充弘

〒522-0007
彦根市古沢町646

取扱品目 企業ＰＲ

丸松木材（株）
info@marumatsu-mokuzai.co.jp
http://marumatsu-mokuzai.co.jp/

代表者（職名・氏名） 所在地

 木材販売業
 不動産賃貸業

取扱品目 企業ＰＲ

　木材 ・建材 ・住宅資材全般
皆様に喜んで頂き、愛される組合を目指しており
ます。

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表理事
　　　　大家　博文

〒522-0223
彦根市川瀬馬場町200番地

 美術商 ・ギャラリー

取扱品目 企業ＰＲ

木造建築の展示場が有ります。

滋賀県木材相互市売協同組合

近江木材　（（株）近　　江 ）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 取締役
　　　　戸﨑　隆司

〒522-0009
彦根市外町83-8

取扱品目 企業ＰＲ

原木生産及び危険木 ・支障木の伐採作業

彦　　根 （木材販売業）

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　宮﨑　光夫
〒522-0053
彦根市大藪町2174

【県産材】 杉 ・桧 ・欅 ・松　　合算で150㎥ 程度
各種立木買受け、障害立木、危険木伐採等も行っ
ております。

宮﨑木材
miyazakimokuzai@yahoo.co.jp

 代表取締役
　　　　馬場　和寛

〒522-0029
彦根市地蔵町238-2

取扱品目 企業ＰＲ

（有）米　　浅
komeasa@train.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0749-22-4771
FAX 0749-26-2535

【県産材】
【国産材】 杉 ・桧 100㎥
【外材】 2000㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-23-1011
FAX 0749-23-1012
携帯 090-4903-2146

（製材業）

業種・兼業する事業
TEL 0749-28-1114
FAX 0749-28-4455

【県産材】 約 100㎥
【国産材】 約 200㎥
【外材】 米松 約 800㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-28-1165
FAX 0749-28-1018

【県産材】 松 ・杉 ・桧
【国産材】 松 ・杉 ・桧 ・ケヤキ
【外材】

 建築業
 土木、管、下水道工事

取扱品目 企業ＰＲ

メルサワ ・ヒバ ・モアビ ・米松

（株）若松工務店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　中居　和富

〒522-0223
彦根市川瀬馬場町333

取扱品目 企業ＰＲ
杉 ・桧

丸太を注文の寸法に製材して販売しています。杉 ・桧 ・松 ・その他

上田木材（株）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　上田　義博

〒522-0231
彦根市川瀬馬場町220番地

彦　　根

 代表取締役
　　　　角　　卓明

〒522-0081
彦根市京町1丁目1-4

取扱品目 企業ＰＲ

長谷川林材（株）
haserin@mx.bw.dream.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

杉 180㎥　桧 75㎥　合板 80㎥
主に県産材の梁 ・桁を扱っており、製材、乾燥、
加工までを関連付けて行っております。
特注サイズや加工においても対応可能です。
また、羽目板、外装材、フロア材の製作も県産材
にて行っております。

米松 ・ホワイトウッド ・赤松
栂 1.2㎥  モアビ 0.026㎥ 
メルサワ 3.744㎥　ホワイトアッシュ 0.58㎥　
米杉 17.0㎥　米ヒバ 2.88㎥

 ◦ 家具 ・建具 ・木型用木材
「使おう 滋賀の木 日本の木
                       　 植えよう 里の木 実のなる木」

 ◦ 建築材
 ◦ 住宅機器

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　熊川　三興

〒522-0038
彦根市西沼波町175-1

取扱品目 企業ＰＲ

（株）滋賀原木
info@shigagenboku.co.jp
http://www.shigagenboku.co.jp

代表者（職名・氏名） 所在地



業種・兼業する事業
TEL 0749-48-0530
FAX 0749-48-2133

　　　◦ 原木 スギ ・ヒノキ
　　　◦ 薪 広葉樹

〃
針葉樹

〃

業種・兼業する事業
TEL 0749-28-2225
FAX 0749-28-2239

ヒノキ（柱） 約 300本 寸法各種
スギ  （桁） 約 150本 〃

 マツ （鴨居）      約　80本 〃

業種・兼業する事業
TEL 0749-48-0313
FAX 0749-48-2691

約 250本 寸法各種
約 800本 　　 〃

業種・兼業する事業
TEL 0749-49-0029
FAX 0749-49-0606

【県産材】 700㎥
建築材

焼スギ ・羽目板 ・床材も取り扱っています。

取扱品目 企業ＰＲ

直営林820haの山林を管理しており、当組合山林
より持ち出された材を使用し、製材製品に加工を
行っております。

スギ （柱 ・桁 ・梁）
ヒノキ（柱）

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 管理者
　　　　木下　慶一

〒522-0337
犬上郡多賀町富之尾
　　　　　　　　　　　1586-4

 森林整備（植栽、下刈、
     枝打、間伐、作業道）

取扱品目 企業ＰＲ
（長さ3ｍ、4ｍ 径級各種）

主に地元産の間伐材が中心となっております。
搬出時期により在庫がない場合がありますので、
事前にお問い合わせ下さるようお願いします。

（ナラ 1束  約 9kg）
（ナラ BOX  約 500kg）
（杉 ・桧 1束  約 5kg）
（杉 ・桧 BOX  約 300kg）

　　　◦ 椎茸原木 （L＝40cm、∅＝10cm）

建築材　 ヒノキ（柱 ・土台）
木造住宅の建築を主に行っています。　スギ （梁）

その他一般住宅部材多数

大滝山林組合

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　澤田　藤司浩

〒522-0355
犬上郡多賀町中川原139-6

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

（株）マ ル ト
maruto@maruto-s.com
http://www.maruto-s.com

代表者（職名・氏名） 所在地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

主に住宅の建築を行っており、他にリフォームや
社寺建築 ・庫裡（くり）等も手がけております。

　　　  その他一般住宅部材多数

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表理事組合長
　　　  近藤　敏昭

〒522-0341
犬上郡多賀町多賀
　　　　　　　　　　246番地

びわこ東部森林組合
yamasuki-t-u@pcm.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
        安藤　哲也

〒522-0214
彦根市出町73番地

犬　上 （製材業）

（株）安藤製材所
info_＠andou-seizai.jp
http://www.andou-seizai.jp

犬　上



業種・兼業する事業
TEL 0749-49-0707
FAX 0749-20-9537

【県産材】 80㎥ 【国産材】 20㎥
建築材

業種・兼業する事業
TEL 0749-48-1647
FAX 0749-48-1647

業種・兼業する事業
TEL 0749-38-2078
FAX 0749-38-2096

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-2199
FAX 0749-62-2197

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-9187
FAX 0749-63-5670　　　　山口　健次

〒526-0022
長浜市中山町6-29

取扱品目 企業ＰＲ

 原木市売、製材品、住宅機器、プレカット製品 森林資源の循環利用、地域の活性化、地球温暖
化の防止等、地域材の利用促進に努めます。 県産 ・国産原木取扱量　10000㎥

山口銘木
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 常務取締役関西支店長
　　　　中居　幸博

〒526-0016
長浜市十里町212番地

取扱品目 企業ＰＲ

（株）スンエン関西支店 長浜営業所
sun_en_nagahama@ksf.biglobe.ne.jp
http://www5d.biglobe.ne.jp/~sun-en/

代表者（職名・氏名） 所在地

　　杉 ・桧 ・米松 ・その他  注文材に応じております。
 昔ながらの手作りです。（賃挽もOK）　　一般建築材 （建材関係）

長　　浜 （木材販売業）

 代表取締役
　　　　北村　登喜雄

〒522-0253
犬上郡甲良町正楽寺553

 建築業
 土木材料

取扱品目 企業ＰＲ

  一般建築材 ・新建材 ・銘木
山の手入れから伐採 ・製材 ・建築を行い、自信の
ある木材を届けます。

（有）楢崎木材工業所
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　若井　　勇

〒522-0352
犬上郡多賀町久徳668

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

びわ湖材を中心に製材 ・販売をしております。
当社、規模は小さいですが、住宅の建築 ・
リフォームなど住まいに関する事、様々に対応
いたします。

ヒノキ （柱 ・間柱 ・土台 ・下地材）
 スギ  （桁 ・下地材）

（有）中居製材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　喜多　一司

〒522-0337
犬上郡多賀町富之尾
　　　　　　　　　　　1296-2

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

（有）司 建 材
tsukasa-k@maia.eonet.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0749-63-6661
FAX 0749-64-2380

【国産材】 約 1900㎥
【外材】 約  930㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-63-8578
FAX 0749-65-1280

米松（ピーラ）
【県産材】      －
【国産材】      －
【外材】    70㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1501
FAX 0749-62-1527

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-3515
FAX 0749-62-3714

【県産材】 杉 ・桧 ・欅 　10㎥
【国産材】 〃 5㎥
【外材】 米松 2㎥

 社寺、仏閣の材料の製材、及び販売。
 従来工法による住宅建築請負。

　　　　髙森　茂人
〒526-0821
長浜市本庄町695-2

 建築請負

取扱品目 企業ＰＲ

【県産材】 杉 桧 松            年間  62㎥
【国産材】 杉 桧 松 栗 欅   年間 255㎥
 【外材】　 米松 メルサワ　　年間 200㎥

主に梁、桁、
通柱、管注、
鴨居、タルキ

木材 ・住宅資材 ・住設機器を、地場工務店に
販売。
丸太の製材を得意とし、様々な樹種 ・寸法に対応
出来ます。

髙森製材所
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　下村　源一郎

〒526-0817
長浜市七条町1148番地

取扱品目 企業ＰＲ

下村木材（株）
simomura@ex.biwa.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

取扱品目 企業ＰＲ
 欅　　　　 松　　　　　桧
30㎥　   100㎥　   　 －
60㎥　　  10㎥　　   30㎥
  －         －           －

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 理事長
　　　　中村　弘幸

〒526-0044
長浜市下坂中町299番地

 ベニヤ加工品 製作販売

取扱品目 企業ＰＲ
カラ松 ・トド松 ・杉 現在、建設請負よりも工場内製作品（パレット ・

木箱）等を中心に営業しております。米松 ・チリ松 ・NZ松 ・HEM

http://kunitomoseizai.com
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　國友　俊秀

〒526-0021
長浜市八幡中山町543

長　　浜 （製材業）
国友製材（株）

kunitomo_toshi@kunitomoseizai.com

協同組合 幸督興業製材所



業種・兼業する事業
TEL 0749-62-4590
FAX 0749-62-4548

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1517
FAX 0749-63-8817

計  1980㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-0369
FAX 0749-62-6558

【県産材】 50㎥
【国産材】 80㎥

　杉　　柱
  〃下地材

  桧　　柱

【外材】　　50㎥

木材の取り扱いを利点とし、注文住宅を自由設計
にて施工。今は建築を主としています。

（105角 ・120角）　　4㎥
15×45 ・35×105 ・45×105
30×40 ・30×120 ・45×120　　   　95㎥

（105角 ・120角）　　4㎥
  〃下地材、土台、大引　　 27㎥
  米松    構造材　　　45㎥
  赤松　  下地材　　 　5㎥

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　三ツ橋　武男

〒526-0059
長浜市元浜町31-10

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

（有）三ツ橋材木店
mitsutake6421@live.jp
http://iekeikaku.6.ql.bz/

代表者（職名・氏名） 所在地

 【国産材 （年間）】 住宅部門 ・・・　2×4住宅工法の構造躯体パネル
　　加工、構造図設計、及び建て方施工管理。
　　近畿 ・東海 ・北陸エリアの注文住宅、分譲、
　　アパート、マンション、及び特養老人ホーム等
　　の大型木造施設の構造材を月産2500坪出荷
　　し、営業エリアでのリーディングカンパニーを
　　確立していく。また今後、国産材 ・県産材に拡
　　充していく。
パレット部門 ・・・　各種製品保管、運送用木製パ
　　レット ・梱包箱の製造、樹脂製 ・鉄製パレット
　　の販売。

 ①唐松　1500㎥　（パレット ・梱包材用）

 ② 杉      360㎥　　　　    〃
 ③ 桧      120㎥　　　　    〃
 【外材 （年間）】
 ①SPF  12000㎥　（2×4枠組材）

計  13000㎥
 ②HEM   1000㎥　（土台材）
 ③NZ松 ・チリ松 700㎥　     パレット

計   900㎥
 ④南洋材  200㎥　　　      　梱包材用

          総合計  15880㎥

　桧 ・松 ・杉 ・ケヤキ　　400㎥
　外材の取り扱いは、していません。

国産材や自然素材を使った健康にやさしく、耐久
性の高い「こだわりの家づくり」を提案いたします。

（株）シガウッド
takahashi@shigawood.com
http://www.shigawood.com/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　髙橋　文夫

〒526-0834
長浜市大辰巳町151

 建て方施工、構造図設計

取扱品目 企業ＰＲ

 代表取締役
　　　　瀧澤　　清

〒526-0822
長浜市鳥羽上町848

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

（有）滝沢材木店
info@takizawa.cc/
http://www.takizawa.cc/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0749-64-0145
FAX 0749-65-5022

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-5255
FAX 0749-62-5237

【県産材】 桧 ・杉 等
【国産材】 桧 ・杉 等
【外材】 米材、加材、南洋材、欧州材 等

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1514
FAX 0749-62-1647

杉 ・桧材 300㎥
米松 100㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-63-1611
FAX 0749-64-0661

【県産材】 15㎥
【国産材】 60㎥

      【外材】 80㎥

人 ・自然 ・美の共生を基本理念とし「自利利他の
心」と「建築を主体としたトータルサービス」で顧客
や地域に貢献する地域No.1の”建設サービス業”
を目指す総合建設会社です。

 代表取締役
　　　　松居　慶浩

〒526-0043
長浜市大戌亥町1001番地

  特定建設業
 一級建築士事務所

取扱品目 企業ＰＲ

長住建設（株）
nagahama@nagajyu.jp
http://www.nagajyu.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　中尾　松太郎

〒526-0821
長浜市本庄町775番地

 建築業
 不動産販売
 不動産賃貸

取扱品目 企業ＰＲ

中尾木材工業（株）
nakaomokuzai-abe@biscuit.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

損害保険代理店業（日新
火災海上）、フラット35（住
宅ローン取扱）

取扱品目 企業ＰＲ
約 500㎥/年

各種製材から住宅資材全般まで、幅広いニーズに
お応えします。

約 500㎥/年

　　約 900㎥/年

http://www.toriimokuzai.co.jp/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　鳥居　憲治

〒526-0828
長浜市加田町1560

  一般建築用材（樹種全般） 地元で最も信頼して頂ける企業を目指しておりま
す。  一般土木用材

鳥居木材（株）
ktorii@toriimokuzai.co.jp

 代表取締役
　　　　谷口　聡志

〒526-0061
長浜市祇園町603

取扱品目 企業ＰＲ

（有）谷口材木店
taniguchi-zaimokuten@iaa.itkeeper.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1775
FAX 0749-62-0580

一般建築材
銘木

土木用材
新建材

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-2419
FAX 0749-62-1099

【県産材】 杉 ・桧 ・欅 100㎥
【国産材】 杉 ・桧 ・欅 100㎥
【外材】

業種・兼業する事業
TEL 0749-57-0101
FAX 0749-57-1120

　【国産材】 カラ松 13000㎥
　【外材】

　2000㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1555
FAX 0749-63-2449

 建築業 ・チップ

取扱品目 企業ＰＲ

立木の伐採から製材 ・製造まで行っています。
メルサワ ・米松　　　　　5㎥

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ
（杉 ・桧 ・松 ・米松 ・南洋材 ・各種EW材）

国産材、輸入材の製材から販売、増改築、及び新
築の設計施工まで幅広いニーズに対応いたしま
す。特に快適な住環境づくりと、耐久性の高い木
材の使用を提案しています。

（杉 ・桧 ・欅 等）
（杉 ・松 ・NZ材 等）
（住宅機器 ・合板類 ・床材 等）

　プレカット加工材一式

（有）吉田材木店
yoshida-zmt@nifty.com

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　浅尾　原弘
〒526-0822
長浜市鳥羽上町783-1

 代表取締役
　　　　吉田　政継

〒526-0021
長浜市八幡中山町392-1

横山材木店
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

【国産材】（建築材） 100㎥
木にこだわった住宅に徹して40年。
乾燥にこだわった住宅に徹して40年。

             （製函材）1200㎥　 カラ松 ・エゾ松 ・トド松 ・桧
  【外材】 （建築材） 100㎥

代表者（職名・氏名） 所在地

田辺工業（株）
info@tanabe-kk.co.jp
http://www.tanabe-kk.co.jp

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　田邉　喜範

〒526-0802
長浜市東上坂町1121番地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

弊社の木製パレットは、全てオーダーメイドにて
対応させていただくことにより、お客様の用途や使
用環境に合ったパレットを提供させていただき、作
業効率の向上に貢献します。全ての製作を自社工
場で行うことで、低価格 ・短納期 ・高品質を実現
し、1枚から大ロットのオーダーにまで対応可能で
す。

米松、チリ（松 ・SPF）、デンマーク松

山室木材工業（株）
info@yama-muro.co.jp
http://www.yama-muro.co.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　下村　和幸

〒521-0244
米原市大野木1751番地の5

 木質チップ製造

取扱品目 企業ＰＲ



業種・兼業する事業
TEL 0749-52-2348
FAX 0749-52-2346

  RW
  EW

ベニヤ

業種・兼業する事業
TEL 0749-74-0161
FAX 0749-74-0514

【県産材】 211㎥ 【国産材】 179㎥
　桧　管柱　 75㎥
　桧　土台　  30㎥ 　杉　野緣　  40㎥
　杉　梁 ・桁   63㎥ 　杉　羽目板　  53㎥
　杉　胴緣　  24㎥ 　杉　建具材   11㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-78-1104
FAX 0749-78-1745

業種・兼業する事業
TEL 0749-62-1991
FAX 0749-62-1993

【県産材】 桧　50㎥  杉　50㎥
【国産材】 桧　10㎥

      【外材】 米松　15㎥

県産材を主とした木材を使い、幅広いニーズに対
応できる製材を心がけております。

 杉　10㎥　 松　20㎥

当社は、県産 ・国産材の利用にこだわりながら、
加工 ・管理しつつ、住宅 ・社寺等の請負業も営ん
でおります。木材に関しては特にお任せ下さい。

   250㎥　  桧 （土台、大引、柱、梁、板 等）

　　　　　     松 （梁、地棟 等）

       　  　  欅 （框、梁、緣板 等）

【国産材】   杉 （梁、母屋、垂木）  280㎥
                桧 （柱、梁、土台）  90㎥
                松 （梁）  20㎥
                欅 （上り框、エン板）  10㎥

（株）材　　栄
zaiei-na@mx.bw.dream.jp
http://www.maroon.dti.ne.jp/zaiei/

品質：特１～無節　

http://hayami-ringyo.com/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　速水　久行
〒529-0312
長浜市小谷郡上町505

 建築業 ・製材業

取扱品目

日本の木の家づくりを通じて、こころ豊かな感性を
育む地域の暮らしと文化を、次代につなぐお手伝
いをさせていただいております。

速水林業
mail@hayami-ringyo.com

 代表取締役
　　　　川瀬　之洋

〒526-0244
長浜市内保町7番地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

内保製材（株）
info@uchiboseizai.com
http://www.uchiboseizai.com

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

【外材】
12000㎥/年

木材加工全般。
さまざまな加工に対応します。

36000㎥/年
6000枚/年

 代表取締役
　　　　林　　章浩

〒521-0072
米原市顔戸684番地の1

取扱品目 企業ＰＲ

（株）旭ハウジング
aki62739@zb.ztv.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　赤尾　雅夫

〒526-0031
長浜市八幡東町420

取扱品目 企業ＰＲ

企業ＰＲ
【県産材】   杉 （柱、梁、桁、母屋、垂木、野地板、間柱 等）

 建築工事



業種・兼業する事業
TEL 0749-74-2013
FAX 0749-74-3364

【県産材】 桧 ・杉 ・松 ・その他
【国産材】

    【外材】

業種・兼業する事業
TEL 0749-79-0258
FAX 0749-79-0072

【国産材】 100㎥ 【外材】 200㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-78-0015
FAX 0749-78-1619

090-2597-0034

【国産材】 杉 年間 3360㎥
カラ松 年間 1440㎥

      【外材】 チリ松 年間 1200㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-74-3025
FAX 0749-74-3013

杉　　12割
　　　 12角

【県産材】 20㎥
【国産材】 40㎥
【外材】 25㎥

http://navi.nikkori-house.jp/zaieiseizai

取扱品目 企業ＰＲ

国内外向各種 ・工業製品の型箱 ・梱包業務全般
の取り扱い。

 ラジアーター松 ・米松　（外材）
 とど松 ・から松　（北海道）
 杉 ・桧　（九州）

構造材、羽柄材 等　　寸法は適宜作成

所在地

（有）兼房製材所
info@kanefusa-seizaisho.co.jp
http://kanefusa-seizaisho.co.jp/

代表者（職名・氏名） 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　兼房　正和

〒529-0343
長浜市湖北町小倉120

取扱品目

（株）ウッディホーム ミヤジマ

http://www.woody-home.com
代表者（職名・氏名）

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　赤尾　栄司

米松 ・米ヒバ ・洋桜 ・メルサワ ・その他

k-miyajima@woody-home.com

〒526-0212
長浜市徳山町337番地

 建築業・土木業
 太陽光発電
 住宅全般

取扱品目 企業ＰＲ
24×32×4000

下地材

木の性質をとらえ、適材適所及び構造安全性にか
なった材料寸法の提案やプランを行い、思いやり
のある真面目な企業でありたいです。

32×32×4000

zaiei@mx.bw.dream.jp

取扱品目

所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　宮島　浩一

〒526-0263
長浜市小室町573番地

 建設業
 建築請負

企業ＰＲ

住む人にも環境にもやさしい木造健康住宅を
ご提案いたします。

桧 ・杉 ・松 ・欅 ・ヒバ ・その他

横尾製材（株）
yokoo-tm@yokootimber.co.jp

所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　横尾　圭晴

〒529-0361
長浜市湖北町石川
　　　　　　　　　222番地の3

 スチールクレート
 ダンボール重包装
 輸出梱包

http://www.yokootimber.co.jp
代表者（職名・氏名）

企業ＰＲ

木製パレット ・木箱を低コストにてお届け致しま
す。

材栄製材（株）



（製材業）

業種・兼業する事業
TEL 0749-55-1240
FAX 0749-55-3554

　　建築材 ヒノキ ・スギ ・ケヤキ
構造材～造作まで取り扱っています。

    【県産材】 600㎥ その他合法材   1000㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-55-8008
FAX 0749-55-2258

　びわこ産材　・　県産材
　円柱加工丸太　160～200まで

業種・兼業する事業
TEL 0749-55-1035
FAX 0749-55-1035

【県産材】 20㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-58-0003
FAX 0749-58-0043

【県産材】 380㎥ 【国産材】 300㎥

木材乾燥機を3台導入し、低温～高温まで用途に
応じ乾燥。県内の公共建築物に多数の納入実績
あり。原木持ち込みで、賃挽き⇒乾燥⇒モルダー
加工が可能。

桧 ・杉　KD柱     10.5　120角　3m～4m　約 11000本

県産土木用型枠　約 500枚

 ※ 県産材 ・びわ湖材 　KD柱 土台 モルダー仕上げも
     出来ます。

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ
【国産材】   　100㎥

創業約85年。地域密着型工務店として、主に木造
の住宅建築（新築 ・改築 ・リフォーム）を行ってお
ります。

建築材　
  ヒノキ（柱）約 100本 120×120×3000

120×120×4000
  ヒノキ（土台）約 50本 105×120×4000
  スギ（母屋 ・桁）約 30本 120×135×4000

120×135×6000
150×210×6000

取扱品目 企業ＰＲ

桧 ・杉　羽目板 床材 本実モルダー加工　約 2500枚

http://shirataniseizai.web.fc2.com/
代表者（職名・氏名） 所在地

堀田建築
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　堀田　昌孝
〒521-0225
米原市市場277

取扱品目 企業ＰＲ
山林施業(集約化)～庭木、支障木の伐採まで、
お気軽に声をおかけ下さい。

 代表取締役
　　　　草野　太郎

〒521-0236
米原市間田547-1

 建築業

企業ＰＲ

主に県産材 ・銘木を取り扱っています。

米　原

草野製材所
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

   桧     KD土台  10.5　120角　3m～4m　約 1000本

（有）白谷製材
shirataniseizai@gmail.com

 代表取締役
　　　　白谷　弘行

〒521-0311
米原市伊吹954-3

電話（FAX）

150×240×4000
  マツ（鴨居 ・胴差し）約 20本   120×300×4000

滋賀北部森林組合 ランバーベース
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表理事組合長
　　　　石谷　八郎

〒521-0202
米原市市場438

製材業　・　素材生産

取扱品目



業種・兼業する事業
TEL 0749-58-0960
FAX 0749-58-0962

　　杉
　　桧

業種・兼業する事業
TEL 0749-58-0029
FAX 0749-58-0814

業種・兼業する事業
TEL 0749-82-5505
FAX 0749-82-5514

業種・兼業する事業
TEL 0749-85-2188
FAX 0749-85-2195

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表理事組合長
　　　　川越　清孝

〒529-0426
長浜市木之本町黒田1015

（木材販売業）

（有）光 商 店
info@hikarisyouten.jp

取扱品目

長浜市伊香森林組合
ikamori@ikamori.com

http://www.hikarisyouten.jp
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　森　　忠男

〒529-0212
長浜市高月町井口138番地

取扱品目 企業ＰＲ

国産材の羽目板 ・杉等の在庫を取り揃えていま
す。国産材 ・県産材も多く取り扱っております。

企業ＰＲ

 伊香エリア産 杉 ・桧 （主に間伐材）
 素材　約3500㎥

 ◦ 森林整備事業で出てくる間伐材の全木利用を
　目的とする。
 ◦ 良質材の比率を高めたい。

伊　香

伊　香 （素材生産業）

力興木材工業（株）
info@rikko-wood-chip.co.jp
http://www.rikko-wood-chip.co.jp

代表者（職名・氏名） 所在地

 建築工事業

取扱品目 企業ＰＲ
桁 ・梁 ・タルキ ・板
柱 ・土台 ・根太

取扱品目

 代表取締役
　　　　今中　力松

〒521-0314
米原市春照125

堆肥（バーク） ・木質燃料
木質チップ ・立木伐採、処
分 ・廃棄木材処分

企業ＰＲ

～木を無駄なく有効に～
立木伐採は、伐採から処分まで一括してお受け出
来ます。天然成分100％のバーク堆肥は、小売りも
しております。チップ製造に利用できる木材は買取
りしております。

電話（FAX）

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　白谷　栄司

〒521-0312
米原市上野784

（有）白谷木材



業種・兼業する事業
TEL 0749-88-0333
FAX 0749-88-0332

【県産材】 桧 ・杉  6㎥
【国産材】 桧 ・杉 ・欅 10㎥

      【外材】 米松  3㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-82-2384
FAX 0749-82-3611

（製材業）

業種・兼業する事業
TEL 0749-82-2278
FAX 0749-82-2278

業種・兼業する事業
TEL 0749-84-0610
FAX 0749-84-0610

業種・兼業する事業
TEL 0749-86-3018
FAX 0749-86-3867

取扱品目 企業ＰＲ

http://ths-yokota.co.jp/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　横田　　亨

〒529-0425
長浜市木之本町木之本
　　　　　　　　　　　　　1511-4

（株）建　　部

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

ヤマイチ物産
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　松室　一浩
〒529-0402
長浜市木之本町杉野2694

取扱品目 企業ＰＲ

ナラ ・クヌギ ・雑木　1200 ｔ

 木材製品の販売 ・製材

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　髙橋　幸助

〒529-0414
長浜市木之本町川合下方
　　　　　　　　　　　　　32番地

桐畑木材（株）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　桐畑　直人

〒529-0515
長浜市余呉町中之郷975

 建築業
 宅地建物取引業

取扱品目 企業ＰＲ

主に建築用木材 （構造材 ・造作材）
　　　　　　　　　　　（杉 ・桧 ・外材）

建築業と宅地建物取引業を兼業しています。
新築 ・増改築 ・リフォーム ・古民家再生等、中古
住宅の仲介等もやっています。

伊　香

髙橋製材（有）
代表者（職名・氏名） 所在地

取扱品目

 サッシ工事 ・ガラス工事

企業ＰＲ

  トータルハウジングサポート。
 木材、合板、住宅建材プロショップ。
 良い住まいは、良い材料から。

　 建築用木材全般

（株）ヨ コ タ

 代表取締役
　　　　建部　清哲

〒529-0701
長浜市西浅井町塩津浜
　　　　　　　　　　　　1022番地

 社寺建築

取扱品目 企業ＰＲ

文化財修理技術保存連盟加入。
指定文化財や、地方の文化財の修理や新築 ・改
築等を手掛け、県外へ出向き、大工作業や建築一
式工事を請負っております。

tatebe@zb.ztv.ne.jp



業種・兼業する事業
TEL 0749-86-3112
FAX 0749-86-2467

【県産材】 10㎥
【国産材】 20㎥

     【外材】 15㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-89-1116
FAX 0749-89-1179

【県産材】 20㎥
【国産材】 30㎥

業種・兼業する事業
TEL 0740-32-3252
FAX 0740-32-8139

【県産材】 500㎥
【国産材】 500㎥

業種・兼業する事業
TEL 0740-28-0280
FAX 0740-28-0280

業種・兼業する事業
TEL 0740-32-3303
FAX 0740-32-3212

 【県産材】　 スギ ・ヒノキ　　500㎥ 県産材を取り扱っております。

 代表取締役
　　　　前田　　稔

〒520-1224
高島市安曇川町上小川
　　　　　　　　　　　　 59番地2

 土木業
 産業廃棄物処分業

取扱品目 企業ＰＲ

伐採 ・搬出 ・請負 他

（有）クリエイト ・マエダ
create-1@mx.bw.dream.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　射庭　喜八郎

〒520-1803
高島市マキノ町小荒路
　　　　　　　　　487-1（934-2）

取扱品目 企業ＰＲ

素材　　スギ ・ヒノキ
伐採作業全般。
危険木伐採もしています。

射庭林業（有）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　窪内　晃

〒520-1221
高島市安曇川町青柳
　　　　　　　　　　　 992番地3

取扱品目 企業ＰＲ

高　島 （素材生産業）

（有）窪内林産工業
代表者（職名・氏名） 所在地

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ
【外材】　　30㎥

　県産材使用の住宅

（有）池内建築工業
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　池内　光広
〒529-0722
長浜市西浅井町庄1330

 代表取締役
　　　　山路　忠司

〒529-0515
長浜市余呉町中之郷1634-1

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

木材、土木資材の販売。電話一本で配達させてい
ただきます。用途に合わせて製材もさせてもらいま
す。新築 ・増改築も施主様の御要望をしっかりお
聞きし、建てさせていただきます。

（有）山路製材所
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）



業種・兼業する事業
TEL 0740-27-0318
FAX 0740-27-0319

【県産材】 杉   200㎥/年 丸太換算
【国産材】 杉 1000㎥/年 製品

業種・兼業する事業
TEL 0740-36-1078
FAX 0740-36-1078

【県産材】 素材 500㎥

業種・兼業する事業
TEL 0740-25-6601
FAX 0740-25-6602

【県産材】 30㎥
【国産材】 150㎥

業種・兼業する事業
TEL 0740-27-1517
FAX 0740-27-1517

取扱樹種

 
 
 

取扱品目 企業ＰＲ
 スギ ・ヒノキ ・ベイマツ ・アカマツ （木材） 国産材 ・外材 各種

建築プレカット ・住宅設備機器 ・太陽光発電 ・
外壁サイディング工事
新建材 ・ワラン合板 寸法各種取り扱っています。
木材 ・新建材の特注品も取り扱っています。

建築材料　柱 ・構造躯体　 寸法各種
              焼杉 ・羽目板 ・床材各種

建築下地材 ・ウッドデッキ　寸法各種
その他部材も取り扱っています。

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　久保田　義樹

〒520-1652
高島市今津町福岡921-5

【外材】　 　800㎥

木材は主に乾燥材を取り扱っています。
　桧 ・杉 ・米松 等
　柱 ・間柱 ・土台 ・大引 ・土打 等

（有）ノシバ商店

 代表取締役
　　　　伊場　義則

〒520-1532
高島市新旭町熊野本
　　　　　　　　　　　　327番地

取扱品目 企業ＰＲ

　建築材全般

（有）ヨシモク
yoshimoku@ex.bw.dream.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　西川　光男
〒520-1121
高島市勝野1724

取扱品目 企業ＰＲ

高耐久な国産焼杉を製造販売しています。
地産地消を含め、県産材の取扱量を最近増やし
ています。

光洋木材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 取締役
　　　　小林　久子

〒520-1834
高島市マキノ町寺久保
                          567-2

 太陽光発電設備販売
 コンサルタント
 住宅販売

取扱品目 企業ＰＲ

woodtec@mx.bw.dream.jp
http://www.k-se.jp/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

高　島 （木材販売業）

（有）小林製材



（製材業）

業種・兼業する事業
TEL 0740-34-0068
FAX 0740-34-0578

 

【県産材】 杉 ・桧 200㎥

 

業種・兼業する事業
TEL 0740-33-0001
FAX 0740-33-1000

桧 ・・・
杉 ・・・

松 ・・・

業種・兼業する事業
TEL 0740-36-1505
FAX 0740-36-1125

【県産材】 1000㎥ 【国産材】 1000㎥
　 　建築材

業種・兼業する事業
TEL 0740-37-0801
FAX 0740-37-0538

建築材 桧
杉

地松
米松 各品目 ・各寸 ◦ プレカットでの新築（木材 ・建材）及びリフォーム

 （木材 ・建材）をしております。　　 建材一式

各品目 ・各寸 ◦ 原木 ・角材などの製材及び賃挽をしております。
各品目 ・各寸 ◦ 新築（木材 ・建材）及び増築 ・リフォーム（木材 ・

 建材）をしております。地棟 ・梁 ・登りなど

 代表取締役
　　　　西川　康太郎

〒520-1132
高島市拝戸782番地

取扱品目 企業ＰＲ

（株）大成木材
taiseimokuzai@almond.ocn.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 建築業

取扱品目 企業ＰＲ

主に国産材を取り扱っており、自然乾燥で曲がり
も少なく、ワレ止め材を塗り、何ヶ月も置いてあり
ます。
倉庫には、10年 ・20年と乾燥した変わった種類
（10以上）の木を常に置くように心がけています。
建築、伐採、型枠、パレット材、机、すべてに応用
できます。
家族3人で、毎日製材に励んでいます。

ヒノキ（柱 ・机）寸法各種
スギ（梁 ・パレット材 ・型枠）

その他、ネズコ ・コウチン ・キザクラ etc.
羽目板 ・フローリング材　自家で加工。

ギャング ・サンダー などの木工機械をそろえてあります
ので、すべてに応用が効きます。

山田木材
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　　山田　　孝
〒520-1111
高島市鴨1804

土台 ・大引 ・柱 ・敷居 ・鴨居 製材 ・・・ 主に県産材を取り扱っています。賃挽も
　　　　　   行っています。
建築 ・・・ 住宅の設計 ・施工
土木 ・・・ 住宅の基礎 ・官公庁の入札事業 ・
　　　　　   民間土木工事

大引 ・根太 ・床板 ・柱 ・桁 ・梁 ・佐々良 ・
野地板 ・破風板 ・間柱 ・土打
地松丸物

   その他住宅部材多数

 代表取締役
　　　　冨本　由紀夫

〒520-1204
高島市安曇川町中野
　　　　　　　　　　　　84番地1

 建築業 ・土木業

取扱品目 企業ＰＲ

びわ湖材 3m 、4m の挽材（天然乾燥）を用意して
います。

（株）ウッディー広瀬
hirose-no-ie@mist.ocn.ne.jp
http://hirose-no-ie.blog.ocn.ne.jp/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

電話（FAX）

 代表取締役
　　　　岡本　俊顕

〒520-1233
高島市安曇川町南船木
　　　　　　　　　　　　913番地1

 建築業 ・宅建業

取扱品目 企業ＰＲ

高　島

岡本木材（株）
okamoto-m@iris.eonet.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地



業種・兼業する事業
TEL 0740-36-0030
FAX 0740-36-1213

米栂 ・米ヒバ

業種・兼業する事業
TEL 0740-36-0037
FAX 0740-36-0037

業種・兼業する事業
TEL 0740-25-2665
FAX 0740-25-2666

【県産材】　 180㎥ 【国産材】 180㎥
建築材

業種・兼業する事業
520-1412 TEL 0740-38-2214

高島市朽木野尻364-2 FAX 0740-38-3277
【保坂事務所】
〒520-1643 TEL 0740-24-0055
高島市今津町保坂300 FAX 0740-24-0307

【県産材】 　（天然乾燥材）

業種・兼業する事業
TEL 077-568-1133
FAX 077-568-3932

【国産材】   50㎥
【外材】 258㎥

　　入荷量　309㎥　　出荷量　286㎥

取扱品目 企業ＰＲ
主に高島市内産を取り扱っております。

  素材　   スギ ・ヒノキ　3200㎥ 
 建築材　 スギ　  87㎥  　寸法各種 H24年度 素材生産量　　6300㎥

 代表理事組合長
　　　　宮川　裕治

tks.forest@zeus.eonet.ne.jp

柱 ・桁 ・梁 ・野地板 ・瓦桟 等
その他一般住宅部材多数

高島市森林組合

http://takashima-shinrin.jp/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 椎茸生産

 代表取締役
　　　　宮川　銑藏

〒520-1533
高島市新旭町安井川
　　　　　　　　　　　60番地3

取扱品目 企業ＰＲ

お客様の御要望に迅速に対応出来るよう、心がけ
ています。

新建材

三栄木工（株）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

一般建築材

 代表取締役
　　　　廣部　千鶴子

〒520-1121
高島市勝野3047番地

取扱品目 企業ＰＲ
銘木

◦ びわ湖材取扱認定事業体 認定
◦ 京都府産木材取扱事業体 認定

広部木材（有）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

◦ 合法性、特続可能性の証明に係る事業者 認定

大溝工業（株）
http://www.e510.jp/omizo/

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 代表取締役
　　　　阪田　敏郎

〒520-1121
高島市勝野1750

取扱品目 企業ＰＲ
◦ JAS認定工場

電話（FAX）

　　　　山田　芳彦
〒525-0029
草津市下笠町1578

取扱品目 企業ＰＲ

山田建材
yamadakenzai@iris.eonet.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地



業種・兼業する事業
TEL 077-552-3555
FAX 077-553-7835

【国産材】
【外材】

業種・兼業する事業
TEL 077-562-3141
FAX 077-562-5355
携帯

minogawa.sweet@violet.plala.or.jp
業種・兼業する事業

TEL 0749-42-3282
FAX 0749-42-3285
携帯

 欅　・ 桧 米松 ・丸太
【県産材】 114.46㎥　       －
【国産材】 37.2223㎥　　       －
【外材】   －         98.464㎥

業種・兼業する事業
TEL 0749-55-3521
FAX 0749-55-3521

【県産材】 2000㎥ 【国産材】 500㎥

※入札等により事業を行うので、年毎に大きく差がある
ため、凡その数量 一本一本丁寧に切り、生産しています。

 代表取締役
　　　　大江　末治

〒521-0223
米原市本市場171-4

取扱品目 企業ＰＲ

取扱品目 企業ＰＲ
大手住宅メーカーの住宅用パネル等の製造・販売・
一般工務店向け在来プレカット加工、及び羽柄材
の

冨士木材工業（株）
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

　　　原井　省三 草津市川原４丁目3-2

（有）湖周造林
cxc57wfq@zd.ztv.ne.jp

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

製材から住宅設備機器まで、住まいに関する事は
すべて、おまかせ下さい。　精度の高い橋梁用型枠や
木箱などの製作にも自信を持っています。
難度の高い仕事になるほど意欲がわきます。

　　　　川嶋　　茂
〒529-1313
愛知郡愛荘町市917

取扱品目 企業ＰＲ

販売をしています。

箕川製材所

代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

取扱品目 企業ＰＲ

http://www.tsujiicenter.co.jp/
代表者（職名・氏名） 所在地 電話（FAX）

 所長
　　　　小寺　正洋

〒522-3022
栗東市上鈎107

m.kodera@tsujiicenter.co.jp
辻井木材センター(㈱栗東営業所


