
○国内ペレット製造施設一覧 （HP掲載不可の施設を除く）

滝上木質バイオマス生産組
合

〒099-5606

北海道 紋別郡 滝上町 幸町

TEL　0158-29-2354

（商品名）　Wood Pellet Fuel
間伐した北海道特産樹種（トドマツ）のおが粉のみを原料
としたホワイトペレットを生産し、国内外の消費機器で使
用できます。さらに、連続燃焼が欠かせない北海道の暖
房事情を考慮し、灰が少なく24時間連続燃焼を行うことが
できる燃料となっています。

（株）佐々木総業

〒043-1113
北海道 檜山郡 厚沢部町 新町　223-2
TEL　0139-67-2226
URL　http://www.sasakisougyou.com

（商品名）　木質ペレット
(主な原料）　針葉樹（トドマツ）

とかちペレット（協）

〒089-3736

北海道 足寄郡 足寄町 鷲府 353-6

TEL　0156-29-8057

URL http://www.tokachi-pellet.or.jp

（商品名）　エコット（ecot）
（主な原料）カラマツ
（その他）
　直径　6mm
　灰分　0.3%程度

北海道ペレット（株）

（工場）〒061-0516
北海道　樺戸郡　月形町　知来乙 160-154
TEL  0126-37-2800
（本社）
〒067-0052
北海道　江別市　角山　427-4　三浦ビル　3F
TEL　011-391-5015
URL　http://www.h-pellet.co.jp

木質ペレット（ホワイト）
（主な原料）　製材端材
（その他）　灰分は１％未満です。

苫小牧広域森林組合

〒054-0211

北海道　勇払郡　むかわ町　穂別　433

TEL　0145-45-2311

ホワイトペレット・バークペレット
（主な原料）　カラマツ（オガ粉・バーク）

（株）イワクラ

〒059-1374

北海道　苫小牧市　晴海町　23-1

TEL　0144-55-6811

URL　http://www.iwakura-corp.jp

（商品名）　トム・ペレット
（主な原料）　カラマツ
（その他）　灰分・粕　0.8%

広教資材（株）

〒069-0210

北海道　空知郡　南幌町　南10線　西14番地

TEL　011-378-1324

URL　http://www.kokyo-shizai.co.jp

（主な原料）　道産広葉樹（カツラ、セン、シナ、ホオ）

北日本精機（株）

〒079-1371
北海道　芦別市　上芦別町 26-23
TEL　0124-22-1250
URL　http://www.ezo-brg.co.jp

（主な原料）　林地残材

伊達市ペレット製造プラント
〒052-0312
北海道伊達市大滝区上野町24-1
TEL  0142-68-5350

（主な原料）　カラマツ

（株）北海道環境研究所

〒089-1247
北海道 帯広市 昭和町 東5線113番地
TEL　0155-64-5826
URL  http://www.hokkaido-eco.com

（商品名）　ウッドエコペレット
（主な原料）　カラマツ

鶴居村森林組合

〒085-1200
北海道 阿寒郡 鶴居村 字雪裡原野北15線西 9番8
TEL　0154-64-2422

（商品名）　たんちょうペレット
（主な原料）　からまつオガ粉
（その他）
樹皮を除いた木質部分100%のペレットなので、火力が強
く、灰が少ないのが特徴

製品概要事業者名 所在地・連絡先等



製品概要事業者名 所在地・連絡先等

津軽ペレット（協）

〒037-0611

青森県　五所川原市　大字神山　字殊ノ峰95-9

ＴＥＬ　0173-29-3313

（商品名）　津軽ペレット
（主な原料）　スギ
（その他）　りんごペレット

津軽開発（協）
〒037-0316
青森県 中泊町 大字尾別字浅井 229-113
ＴＥＬ　0173-57-2812

（商品名）　木質ペレット、スミ入り木質ペレット
（主な原料）　スギ

ＺＡＩエンジニアリング(株)（青
森営業所）

〒039-3131
青森県 野辺地町 字野辺地 354-1-2F
ＴＥＬ　0175-64-9800
http://www.zai-eng.co.jp

（商品名）青森南部ペレット（木質ホワイトペレット）
（主な原料）スギ、マツ
（その他）地域唯一の工場

葛巻林業（株）

〒020-0024
岩手県 盛岡市 菜園 1-3-6 農林会館5F
TEL　019-653-3777
URL　http://www.kuzumaki-ringyo.co.jp/

（商品名）ARA-WOOD（アラウッド）
(主な原料)　広葉樹樹皮
(その他)　長さ30mm灰分８％。100％国産広葉樹で安全
で安心な燃料。

けせんプレカット事業（協）

〒029-2311
岩手県 住田町 世田米 字田谷 27-2
TEL　0192-46-2757
URL　http://www.ginga.or.jp/~kesenprecut/

（商品名）　森のエネルギー
（主な原料）　スギ

（有）ラナシステム

〒023-0403
岩手県 奥州市 胆沢区 若柳 字愛宕 250
TEL　0197-46-5155
URL　http://www.ranasystem.com/

（商品名）　らなペレット
（主な原料）　工事支障木

紫波町えこ３センター
〒028-3453
岩手県 紫波郡 紫波町 土舘 字和山 173
TEL　019-671-7878

（商品名）紫あ波せみらいペレット
（主な原料）カラマツ
（その他）ホワイトペレットなので燃焼後の灰は少ない。
Ｈ１８調査：町内に所在する丸棒加工施設の木屑を原料と
した全木ペレット。町内の公共施設ボイラーを中心に使
用。

(株）奥羽木工所　仙台港工
場

〒983-0001

宮城県 仙台市 宮城野区 港 4-10-1

TEL　022-259-1981

URL　http://www.ohu.jp

（主な原料）　ツガ材
（大きさ）　φ6mm－10～15mm

ＹＫＫ　ＡＰ（株）
東北事業所

〒989-6392

宮城県 大崎市 三本木 字吉田

ＴＥＬ 0229-52-5028

ＵＲＬ　http://www.ykkap.co.jp/

（主な原料）　木粉
（大きさ） 　φ6mm－10～15mm

青木建設（株）
（潟上ウッドバイオマスセン
ター）

〒010-0592

秋田県 潟上市 天王桃木台上 １－１２９

ＴＥＬ　018-855-5671

URL　http://ww.aoki-bio.com/

（商品名）秋田スギペレット
（主な原料）スギ
（その他）ホワイトペレット
灰分 0.6%  熱量5,040kcal/kg

北秋容器（株）リサイクル事
業部

〒018-5692

秋田県大館市道目木字下谷地５７－４

ＴＥＬ　086-47-7010

（商品名）　大館バイオマスペレット
（主な原料）　スギ及び県産木材
（その他）　直径6mm　長さ25mm以下
灰の量は少なめです。
木質ペレットは地球環境に優しい自然の温もりです。



製品概要事業者名 所在地・連絡先等

(協)山形ウッドエネルギー
〒991-0061
山形県寒河江市中央工業団地181-9
TEL　0237-86-5618

（商品名）　和「なごみ」
(主な原料）　スギ・アカマツ

（株）渡会電気土木　田代工
場

〒997-0302

山形県 鶴岡市 田代 字広瀬 16-2

TEL　0235-57-4778

URL　http://www.watarai-ec.co.jp

（商品名）　クロマツペレット
（主な原料）　クロマツ

（株）アグリパワー

〒965-0872

福島県 会津若松市 東栄町 3-9

TEL　0242-26-1662

URL　http://www.agri-power.co.jp/

（商品名）　流木ペレット憩（いこい）
（主な原料）　針葉樹オガコ
（その他の特徴）　河川流木を木質ペレットに加工したも
の。建築廃材等は含まれておりません。

遠野興産（株）　岩石工場

〒972-0162

福島県 いわき市 遠野町 滝 字 島廻 49番地

TEL　0246-74-1288

URL　http://www.toono.co.jp/

（商品名）　いわき産ペレット温丸（ぬくまる）
（主な原料）　スギ、マツ
（大きさ）　6mm×10～25mm
（その他）　ホワイトペレット

アイ電子工業
環境エナジー事業部

〒324-0047
栃木県　大田原市　美原 3-3323-12
TEL 0287-23-0057
URL http://www.ailove.co.jp/index.htm

（商品名）　針葉樹ペレット
　　「元気森々」げんきもりもり
（主な原料）　製材工場オガ粉
（その他の特徴）
　ペレット寸法　φ６ ｘ 10～25mm
　灰分率　0.1％
　高位発熱量　5,040kcal/kg

（協）西川地域木質資源活用
センター
（もくねん工房）

〒357-0122
埼玉県 飯能市 大字中藤中郷 400-1
TEL　042-970-3355
URL  http://www12.ocn.ne.jp/~mokunen

（主な原料）　飯能地域の製材工場から発生するスギ・ヒノ
キの樹皮

（株）エコ環境システム

〒355-0002
埼玉県 東松山市 東平 812
TEL　0493-24-1168
URL  http://www.eco-kankyo.co.jp/

（商品名）　ペレッ太君（全木ペレット）
（主な原料）　埼玉県産の剪定枝葉・間伐材

（有）東京木質資源活用セン
ター

〒198-0172

東京都 青梅市 沢井 1-412

TEL　0428-22-0093（FAX兼）

URL　http://www.tokyopellet.jp/

（商品名）　東京ペレット
　木質資源の有効活用を目指し、西多摩地域の製材所と
連携してペレット燃料を製造・販売しています。原材料は
製材所で発生する端材・おが粉・かんな屑などで、建築廃
材や化学処理された木材は一切使用していません。国
産、輸入とも各種ペレットストーブでお使いいただけます。
■規格 　10kg クラフト紙袋入り
■種別 　ホワイト（木部）ペレット
■樹種 　スギ・ヒノキ
■粒のサイズ　直径6.5mm×長さ最大25mm
■熱量 　約4,400kcal/kg
■灰分 　約0.5%

新潟エコエネルギー（株）
〒955-0157
新潟県 三条市 長沢 字夕テ山 1040
TEL　0256-41-2121

（主な原料A）スギ、マツ他間伐材の全木ペレット
（主な原料Ｂ）製材くず、バークの混合ペレット

高木沢企業（株）

〒948-0055

新潟県　十日町市　大字　高山　591-2

TEL　025-757-1531

URL　http://www9.ocn.ne.jp/~takakizw/

（商品名）　木の香（きのか）
（主な原料）　スギ、米松



製品概要事業者名 所在地・連絡先等

上越バイオマス循環事業
（協）

〒942-0143
新潟県 上越市 頸城区 下三分一 1－25
TEL  025-539-1733
URL  http://www.jbc.joemate.co.jp/

（主な原料）　スギ

佐渡緑のリサイクル（協）
〒952-0201
新潟県 佐渡郡 畑野町 大字目黒町 1068番地1
TEL  0259-66-3399

（商品名）　おけさペレット
（おもな原料）　広葉樹

小倉建設(株)
〒925－0049
石川県 羽咋市 柳橋町 五俵刈 5
TEL 0767－22－2132

(商品名)　ペレット1号
(主な原料)　建設発生木材
直径6ミリ

飯島製材所
〒405-0042
山梨県 山梨市 南 305
TEL 0553-22-0462

(商品名)　やまなしペレット
(主な原料)　カラマツ・スギ

上伊那森林組合

〒399-2434

長野県 伊那市 高遠町 上山田86-1

TEL　0265-94-1173

（商品名）　ピュア1号
（主な原料)　間伐材
　　　　　　　カラマツ・アカマツ

南信バイオマス（協）

〒399-2434
長野県 飯田市 伊豆木 6117
TEL　0265-27-3553
URL　http://www5.ocn.ne.jp/~nanchi/biomass.html

（商品名）　もえたろう
（主な原料）　南信州の間伐材を主原料とした全木ペレッ
トです。木が燃える香りが心を癒してくれると好評です。
（その他）　ストーブ用10Kg袋入（直径6mm）
　　　　　　　ボイラー用500kgﾌﾚｺﾝ（直径6 or 8mm）。

東濃ひのき製品流通（協）

〒509-1108
岐阜県　加茂郡　白川町　広野　２８１
TEL 0574-72-2577
http://www.chuokai-gifu.or.jp/thryuutu/

(商品名)　　森のペレット
(主な原料)　杉・桧間伐材
(大きさ)　　径６㎜
(その他) 　製造に係わるエネルギーはすべてバイオマス
エネルギーの為環境負荷０です。また袋は全てリユース
を目指しております。

愛知県豊根村

〒449-0403
愛知県 北設楽郡 豊根村 下黒川 字蕨平 2
TEL　0536-85-1311
URL　http://www.vill.toyone.aichi.jp/wood/

（商品名）eco woods (エコウッズ)
（主な原料）スギ、ヒノキの全木

大滝山林組合

〒522-0337

滋賀県 犬上郡 多賀町 富之尾 1752

TEL　0749-49-0029

(商品名）　高取ペレット
（主な原料）　スギ・ヒノキ　間伐材おがくず

大阪府森林組合
三島支店
森林資源加工センター

〒569-1001

大阪府　高槻市　大字中畑　小字寺谷　42

TEL　 072-688-9508

URL　 http://www.o-forest.org/

（主な原料）　木材（間伐材など）

（有）赤碕清掃

〒689ｰ2501
鳥取県　東伯郡　琴浦町
TEL 0858-49-2033
URL　http://www.justmystage.com/home/akasei/

木部ペレット
（主な原料）　スギ



製品概要事業者名 所在地・連絡先等

銘建工業（株）

〒717-0013

岡山県 真庭市 勝山 1209

TEL  0867-44-2693

URL  http://www.meikenkogyo.com/

木質ペレット（ホワイトペレット）

製材過程で発生するプレーナー屑等を原料とするホワイ
トペレットを生産

インノショウフォレストリー
（株）

〒709-4612
岡山県　津山市　くめ字団地　50-1
TEL 0868-57-7344

（主な原料）　ヒノキ、レッドウッド、スプルース

山一工業（株）

〒718-0003

岡山県　新見市　高尾　2484

TEL　0867-72-1108

（主な原料）　スギ・ヒノキ・マツ

ヒロシュウ（株）

〒731-1221

広島県 山県郡 北広島町 今吉田 252-1

TEL　0826-85-1020

URL  http://www.hirosyu.co.jp/

（商品名）　もえる君
（主な原料）　針葉樹
　　　　　　　　高品質ホワイトペレット

山口県森林組合連合会

（事務所）
〒753-0048
山口県 山口市 駅通り 2-4-17
TEL 083-922-1955
(ペレット工場）
〒740-0306
山口県 岩国市 大字天尾 字小郷 1532
TEL 0827-77-0234

（商品名）　木質ペレット
（原料）　スギ・ヒノキ間伐材、スギチップ

（株）ツツイ市場工場

〒771-1621
徳島県 阿波市 市場町　尾開　字八坂 66
TEL  0883-36-5175
URL  http://www.t-group.net/seizou.html

（商品名）ウーデックス
（主な原料）製材等廃材、オガ粉
（その他）高温、高圧力でペレット状（直径10mm以下、長
さ12mmの棒状）に形成した固形燃料。

（有）マルヨシ

〒796-8035

愛媛県　八幡浜市　若山　2-15

TEL 0894-24-6991

http://www.maruyoshi.net

http://www5.ocn.ne.jp/~naito/

（商品名）　愛がある愛媛ペレット
（主な原料）　県内産スギヒノキ

（有）内藤鋼業

〒795-301

愛媛県 喜多郡 内子町 五十崎甲 2126-1

TEL 0893-44-3063

http://www5.ocn.ne.jp/~naito/

商品名　愛がある愛媛ペレット
主な原料　県内産スギヒノキ

（株）堀川建設

〒795-0061

愛媛県 大洲市 徳森 2353-46

TEL 0893-25-3551

商品名　木質ペレット
主な原料　スギ・ヒノキ
　　　　　　　米松・合板

エコロジーエンタープライズ
（株）

〒792-0844

愛媛県 新居浜市 角野新田町 3丁目3番46号

TEL 0893-25-3551

（商品名）　エコロジーペレット
（主な原料） スギ・ヒノキ、 米ヒバ、広葉樹
（その他）　7mmホワイトペレット

須崎燃料（有）

〒785-0028

高知県 須崎市 上分丙 1758-1

TEL  0889-46-0811

（商品名）　オガレット
ニュージ-マツ、スギ、ヒノキの製材端材を原料としたホワ
イトペレット。



製品概要事業者名 所在地・連絡先等

仁淀川町（ＮＥＤＯからの委
託事業）

〒781-1501
高知県 仁淀川町 大崎 １２４
ＴＥＬ　0889-35-0111
ＵＲＬ　http://www.town.niyodogawa.kochi.jp

（商品名）　ペレット
（主な原料）　林地残材
（その他）　ＮＥＤＯ事業のため他者への販売はできない

ゆすはらペレット（株）

〒785-0695

高知県 梼原町 広野 804-2（梼原町森林組合内）

TEL　0889-65-0121

（商品名）　ゆすはらペレット
（主な原料）　スギ・ヒノキ

佐伯広域森林組合

〒876-0823
大分県 佐伯市 女島 7255-13
TEL  0972-22-1156
ＵＲＬ  http://www.moon-leaf.biz/saiki-forest/

（商品名）　バーク炭ペレット
（主な原料）　杉バーク、木片

（株）フォレストエナジー日田
〒877-1,374
大分県 日田市 大字東有田 日掛原 1899
ＴＥＬ 0973-26-0658

（商品名）　未定
（主な原料）　樹皮
（その他）　製材所端材

（株）フォレストエナジー門川

〒889-0611
宮崎県 東臼杵郡 門川町 大字門川尾末 10760番
地1
ＴＥＬ 0982-63-6577

（商品名）　バークペレット、ホワイトペレット
（主な原料）　スギ、ヒノキの樹皮
　　　　　　　スギ間伐材


