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農林水産大臣 秋田 (株)沓澤製材所 017-0012 秋田県大館市釈迦内字街道上154

農林水産大臣 岐阜 伊藤林産(有) 508-0421 岐阜県中津川市加子母2868-1

農林水産大臣 岡山 (株)丸左木材 708-0883 岡山県津山市一方80

農林水産大臣 岡山 小林製材(株) 719-3111 岡山県真庭市開田341

消費・安全局長 岩手 (有)菊池製材所 029-2501 岩手県気仙郡住田町上有住字山脈地21

消費・安全局長 宮城 (株)佐藤製材所 986-0401 宮城県登米市津山町柳津字谷木187-1

消費・安全局長 茨城 中国木材(株) 314-0103 茨城県神栖市東深芝２－１８

消費・安全局長 埼玉 金子製材(株) 368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町5859-2

消費・安全局長 岐阜 桑原木材（株） 509-1604 岐阜県下呂市金山町東沓部3498-178

消費・安全局長 三重 宮川森林組合 519-2504 三重県多気郡大台町小切畑17

消費・安全局長 三重 斎藤木材(有) 515-1303 三重県松阪市飯南町下仁柿551

消費・安全局長 岡山 セイキ林業(株) 709-3921 岡山県津山市加茂町公郷1762－5

消費・安全局長 岡山 山下木材(株) 719-3203 岡山県真庭市富尾218

消費・安全局長 岡山 (有)太平製材所 709-3711 岡山県久米郡美咲町越尾34

消費・安全局長 岡山 (株)鈴鹿製材所 709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1926

消費・安全局長 山口 大林産業（株） 747-3044 山口県山口市徳地八坂700

林野庁長官 富山 柴木材㈱ 934-0094 富山県高岡市堀岡又新45-1

林野庁長官 岐阜 (有)倉地製材所 509-2506 岐阜県下呂市萩原町羽根408

林野庁長官 岐阜 恵那小径木加工（協） 509-7122 岐阜県恵那市武並町竹折328-239

林野庁長官 岐阜 (株)丸七ヒダ川ウッド 509-0403 岐阜県加茂郡七宗町中麻生781－3

林野庁長官 愛知 (株)東海木材相互市場 480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北2-2

林野庁長官 三重 中勢森林組合 515-3133 三重県津市白山町南家城915－1

林野庁長官 三重 ウッドピア流通検査（協） 515-0088 三重県松阪市木の郷町7

林野庁長官 和歌山 (株)山長商店 646-0011 和歌山県田辺市新庄町377

林野庁長官 岡山 牧野木材工業（株） 719-3205 岡山県真庭市草加部288-8

林野庁長官 岡山 銘建工業(株) 719-3205 岡山県真庭市草加部1372

林野庁長官 広島 宮迫木材(株) 728-0202 広島県三次市布野町下布野84-2

林野庁長官 熊本 (資)立山製材所 861-0535 熊本県山鹿市大字南島937

林野庁長官 熊本 （株）佐藤林業 861-8012 熊本県熊本市平山町2986-7

林野庁長官 熊本 熊本モルダー加工事業（協） 862-8011 熊本県熊本市鹿帰瀬町463-1

林野庁長官 大分 (株)日田十条 877-0061 大分県日田市石井3-777

林野庁長官 宮崎 木脇産業㈱ 885-1105 宮崎県都城市丸谷町458

全木連会長 山形 ㈱庄司製材所 999-5603 山形県最上郡真室川町大字大滝108-2

全木連会長 三重 グリーンウッドタクミ(協) 515-0088 三重県松阪市木の郷町12

全木連会長 岡山 土井木材(株) 717-0024 岡山県真庭市月田7387-1

全木連会長 広島 中国木材(株)本社工場 737-0134 広島県呉市広多賀谷2-1-1

全木連会長 熊本 中村製材（株） 861-4605 熊本県上益城郡甲佐町有安710

全木連会長 熊本 (有)小林木材 863-0044 熊本県天草市楠浦町933-1

全木連会長 大分 九州林産（株） 879-5104 大分県由布市湯布院町中川815-1

全木連会長 宮崎 宮内林業(株) 885-0004 宮崎県都城市都北町7436

全市連会長 秋田 東北木材(株) 016-0807 秋田県能代市字大森山1-18

全市連会長 茨城 越井木材工業（株） 314-0255 茨城県神栖市砂山2626-11

全市連会長 岐阜 (有)森製材所 501-6318 岐阜県羽島市上中町沖1670

全市連会長 岡山 院庄林業(株)久米工場 709-4612 岡山県津山市くめ字団地50-68

全市連会長 岡山 (有)山渋木材 709-3626 岡山県久米郡久米南町上神目395

全市連会長 熊本 (株)田中材木店 861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎字向峠1630-6

全市連会長 熊本 (株)松島木材センター 861-6103 熊本県上天草市松島町今泉2535

全市連会長 熊本 (株)木谷製材所 869-6308 熊本県葦北郡芦北町大字白木1117

全買連会長 岩手 (株)一戸製材所 028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字古舘平40-2

全買連会長 奈良 坂本商店 639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治78

全買連会長 岡山 （有）須田製材所 707-0042 岡山県美作市朽木83-2

全買連会長 岡山 河井林産(株) 708-0841 岡山県津山市川崎249-2

全買連会長 熊本 (有)三和物産 868-0095 熊本県球磨郡相良村柳瀬820-11

全買連会長 熊本 天草地域森林組合 863-2114 熊本県天草市五和町城河原1-3139

全買連会長 鹿児島 山佐木材(株) 893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田2090

主催三団体会長特別 福島 協和木材(株) 963-5407 福島県東白川郡塙町大字西河内字鶴巻田10

主催三団体会長特別 三重 （株）西村木材店 519-2153 三重県多気郡多気町河田字東谷1343-1

主催三団体会長特別 三重 （株）オオコーチ 519-2212 三重県多気郡多気町色太950－1

主催三団体会長特別 岡山 院庄林業(株) 708-0013 岡山県津山市二宮22

優良開催市場 愛知 (株)東海木材相互市場 480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北2-2

第38回JAS普及推進展示会表彰者名簿


