
合法木材供給事業者　認定一覧表
令和４年５月９日現在

合法 バイオマス

長野県木連 G-001 B-001 北信木材生産センター協同組合 竹　下　元　治 田　中　真　喜 381-0003 長野市大字穂保字中ノ配342 026-296-2665 026-295-2678 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北信木材生産セ

長野県木連 G-002 大糸木材 株式会社 西　澤　盛　人 谷　口　　　稔 399-9422 北安曇郡小谷村大字千国乙3830-1 0261-82-2005 0261-82-2002 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 大　北

長野県木連 G-003 B-003 株式会社 勝野木材 勝　野　智　明 勝　野　智　明 399-5301 木曽郡南木曽町読書1750 0264-57-2532 0264-57-3749 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-004 B-004 東信素材生産事業協同組合 星　野　勝　好 松　瀬　光　雄 384-0056 小諸市大字平原字四ツ谷原995-1 0267-22-5045 0267-22-5032 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 東信素

長野県木連 G-007 B-007 齋藤木材工業 株式会社 齋　藤　　　健 齋　藤　　　篤 386-0603 小県郡長和町古町4294 0268-68-3535 0268-68-0202
製材・木材加工(集成
材)

令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-011 大久保木材 合資会社 大久保　陸　男 大久保　陸　男 386-0152 上田市大字大屋44-1 0268-35-0128 0268-35-0226 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-014 株式会社 川西 宮　澤　広　一 田　中　紀久雄 386-1546 上田市浦野77 0268-31-2005 0268-31-2440 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-015 B-015 竹原木材 株式会社 白　石　義　実 白　石　義　実 383-0007 中野市大字竹原1859-4 0269-22-5177 0269-22-5179 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-016 B-016 瀧澤産業 有限会社 瀧　澤　良　夫 瀧　澤　良　夫 389-2302 下高井郡木島平村大字住郷1860 0269-82-2127 0269-82-3262 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-018 B-018 和木材 株式会社 田　中　邦　夫 田　中　邦　夫 389-0504 東御市海善寺1245 0268-62-0222 0268-64-3049 製材・チップ 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-019 小林木材 株式会社 小　林　基　英 小　林　寿　徳 386-0701 小県郡長和町和田4336-1 0268-88-2007 0268-88-2423 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-022 B-022 佐久チップ産業 有限会社 伊　藤　文　明 草　間　守　人 384-0614 南佐久郡佐久穂町大字上2785 0267-86-5370 0267-86-5351 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-023 木曽木材工業協同組合 麥　島　照　幸 千　村　高　穂 399-5608 木曽郡上松町大字荻原1579-3 0264-52-5500 0264-52-5501 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-026 B-026 横山木材 有限会社 横　山　登　士 宮　澤　茂　樹 390-0314 松本市岡田伊深243-1 0263-46-2136 0263-46-0192 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-027 都築木材 株式会社 都　築　　　透 下　平　真　治 396-0009 伊那市日影336 0265-72-3116 0265-72-3158 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-027-2 都築木材 株式会社　東東京支店 吉　澤　道　夫 吉　澤　道　夫 136-0082 東京都江東区新木場3-8-10 03-3521-7251 03-3522-0338 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-027-3 都築木材 株式会社　西東京支店 唐　沢　　　孝 唐　沢　　　孝 192-0375 東京都八王子市鑓水2-95-2 042-686-0010 042-686-0088 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 B-027-4 都築木材 株式会社　高遠工場 都　築　寛　明 塩　澤　賢　一 396-0215 伊那市高遠町小原553-3 0265-98-7744 0265-98-7745 製材 令和２年　１月　９日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-028 南木曽木材産業 株式会社 柴　原　　　薫 柴　原　　　薫 399-5302 木曽郡南木曽町吾妻1187 0264-57-3044 0264-57-2006 素材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-030 B-030 細川木材 株式会社 細　川　貴　宣 小　林　武　文 399-0211 諏訪郡富士見町富士見10709 0266-62-2511 0266-62-2515 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-032 B-032 有限会社 中央緑化 野　本　宏　一 野　本　直　子 394-0005 岡谷市山下町2-21-6 0266-23-3738 0266-23-3738 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-033 北佐久木材協同組合 新　井　藤　弘 新　井　藤　弘 384-0056 小諸市大字平原字四ツ谷原967-7 0267-22-2210 0267-24-0683 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-034 有限会社 伊藤木材 伊　藤　晴　彦 伊　藤　晴　彦 384-2205 佐久市春日2959 0267-53-3125 0267-53-5632 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-035 株式会社 マルナカ 髙　橋　進　一 髙　橋　進　一 384-0005 小諸市御幸町2-7-1 0267-22-2124 0267-22-7285 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-036 B-036 内堀林業 株式会社　 内　堀　　　優 内　堀　優　治 389-0201 北佐久郡御代田町大字塩野896 0267-32-3154 0267-32-3154 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-037 興和林業株式会社小諸事業所 中　村　拓　哉 中　村　拓　哉 384-0808 小諸市御影新田向原1576 0267-22-1310 0267-22-1312 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 B-037 興和林業株式会社小諸事業所 中　村　拓　哉 中　村　拓　哉 384-0808 小諸市御影新田向原1576 0267-22-1310 0267-22-1312 木材加工（チップ） 令和２年　２月２１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-038 B-038 有限会社 堀内林業 堀　内　利　夫 堀　内　利　夫 389-0115 北佐久郡軽井沢町追分1252-52 0267-45-1005 0267-45-2129 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-039 丸政商事 有限会社 丸　山　熊太郎 丸　山　熊太郎 389-2253 飯山市大字飯山2222 0269-62-2076 0269-62-5838 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-040 瑞穂木材 株式会社 宮　崎　正　毅 白　川　典　宏 389-2301 下高井郡木島平村穂高3228-1 0269-82-3118 0269-82-4156 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-042 株式会社 太洋 菊　池　千　明 菊　池　千　明 389-2253 飯山市大字飯山1359-1 0269-62-4165 0269-62-4166 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-043 信越木材 株式会社 中　條　和　彦 中　條　和　彦 383-0053 中野市大字草間1162-45 0269-22-4518 0269-26-1698 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-044 中澤木材 株式会社 中　澤　勝　成 中　澤　勝　成 383-0064 中野市大字新井360-5 0269-22-2618 0269-22-5632 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-045 B-045 株式会社 柳沢林業 原　　　　薫 高　林　一　巳 390-0313 松本市岡田下岡田774-1 0263-87-5361 0263-87-5362 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑
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長野県木連 G-047 B-047 株式会社 対水 遠　藤　久　八 遠　藤　久　八 398-0001 大町市平8078-31 0261-22-0718 0261-22-8878 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 大　北

長野県木連 G-051 B-051 有限会社 宮坂林業 宮　坂　和　巳 高　橋　鴻　正 398-0001 大町市大字平8457-1 0261-22-2460 0261-22-2460 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 大　北

長野県木連 G-052 B-052 有限会社 中島林業 中　島　治　幸 中　島　治　幸 384-0043 佐久市大字取出町203-7 0267-62-5700 0267-78-5736 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-054 木曽土建工業 株式会社 青　木　孝　尚 青　木　　　求 399-6203 木曽郡木祖村小木曽172-2 0264-36-2555 0264-36-3655 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-057 B-057 宮澤木材産業 株式会社 宮　澤　　　遥 宮　澤　政　徳 381-0074 長野市中曽根2188-5 026-239-0588 026-239-3880 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-058 伊藤木材 株式会社 伊　藤　利　文 伊　藤　利　文 389-1305 上水内郡信濃町柏原2671 026-255-2017 026-255-2333 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-059 株式会社 峯村材木店 峯　村　宗　次 峯　村　宗　次 387-0006 千曲市大字粟佐760-1 026-272-1182 026-273-3772 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-060 株式会社 三和製作所 横　山　　　卓 横　山　　　卓 380-0935 長野市中御所3-8-14 026-226-2595 026-228-2572 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-061 北信地域材加工事業協同組合 峯　村　宗　次 山　﨑　淳　志 381-0003 長野市大字穂保字中ノ配341-1 026-295-3200 026-251-3206 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-062 株式会社 マルオカ 岡　　　健一郎 岡　　　健一郎 381-0043 長野市吉田5-25-7 026-243-1218 026-243-1251 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-062-1 株式会社 マルオカ　住宅資材センター 岡　　　健一郎 鹿　島　基　弘 380-0913 長野市川合新田802 026-221-6352 026-221-6342 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-062-2 株式会社 マルオカ　東信マルオカ 岡　　　健一郎 倉　沢　久　雄 389-0512 東御市滋野字高石乙3303 0267-22-6381 0267-22-6395 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-062-3 株式会社 マルオカ　中信マルオカ 岡　　　健一郎 松　澤　康　則 399-0004 松本市市場9-4 0263-25-9050 0263-25-9119 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-068 のむら木材 株式会社 野　村　　　弘 清　水　秀　明 399-5604 木曽郡上松町正島町1-18-1 0264-52-2417 0264-52-3530 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-069 池田木材 株式会社 池　田　聡　寿 池　田　聡　寿 399-5604 木曽郡上松町駅前通り1-43 0264-52-2123 0264-52-4823 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-070 澤渡木材 株式会社 飯　島　松　一 白　鳥　哲　朗 399-4432 伊那市東春近1628 0265-72-3228 0265-73-6285 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-072 高橋林業 四賀工場 高　橋　三七男 高　橋　三七男 399-7402 松本市会田1637 0263-64-2116 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-073 株式会社 鎌倉材木店 鎌　倉　利　光 鎌　倉　良　収 381-0024 長野市南長池39-5 026-221-5375 026-221-5386 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-074 信濃木材 株式会社 坂　田　　　浩 坂　田　　　浩 381-1231 長野市松代町松代1107-1 026-278-2466 026-278-2466 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-075 株式会社 山二 宮野尾　　　宏 吉　平　　　勉 382-0045 須坂市井上1700-17 026-242-5455 026-242-5411 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-076 坂田木材 株式会社 坂　田　芳　雄 井　浦　琢　也 388-8018 長野市篠ノ井西寺尾2772-1 026-292-3203 026-292-4119 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-077 株式会社 おちあい 山　崎　泰　雄 山　崎　泰　雄 381-3302 上水内郡小川村大字高府13510 026-269-2275 026-226-2083 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-079 株式会社 木商 太　田　薪　平 久保田　智　之 381-0025 長野市北長池山王沖1862 026-243-0433 026-243-0434 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-083 B-083 大共木材 有限会社 巣　山　　　環 巣　山　　　環 399-6302 塩尻市大字木曽平沢2077-261 0264-34-2107 0264-34-2757 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-084 株式会社 青木屋 青　木　俊　治 青　木　俊　治 385-0031 佐久市内山7007 0267-62-1283 0267-62-2630 製材（素材生産） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 東信素

長野県木連 G-086 浅井木材 株式会社 浅　井　正　徳 浅　井　正　徳 399-0035 松本市村井町北1-6-1 0263-58-2461 0263-58-2841 その他（木材流通） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-087 有限会社 薮原製材所 平　井　明　人 平　井　明　人 399-6201 木曽郡木祖村大字薮原1242-2 0264-36-2116 0264-36-3256 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-088 B-088 株式会社 林友 赤　羽　博　樹 平　沢　文　敏 390-0841 松本市渚4丁目1番1号 0263-35-8180 0263-25-8772 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-089 竹村工業 株式会社 鹿　養　紘　司 小　塩　顕　治 399-3301 下伊那郡松川町上片桐4604 0265-36-6111 0265-36-6555 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-090 上郷木材 株式会社 澤　柳　浩　成 澤　柳　浩　成 395-0004 飯田市上郷黒田1172 0265-24-6181 0265-24-6188 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-093 株式会社 飯田綜合木材センター 松　下　勝　彦 松　下　勝　彦 395-0807 飯田市鼎切石4367 0265-23-2277 0265-23-2567 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-095 協同組合 エルク 島　田　郁　子 竹　内　公　一 389-0514 東御市加沢201-5 0268-63-7700 0268-63-7701 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-097 B-097 有限会社南信チップセンター
宮　内　裕　司
井　口　　　洋

宮　内　裕　司 399-2434 飯田市伊豆木6139-1 0265-27-4274 0265-27-2201 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-098 小澤木材 株式会社 小　澤　亮　太 深　谷　健　二 395-0824 飯田市松尾清水8011 0265-24-1487 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊



合法木材供給事業者　認定一覧表
令和４年５月９日現在

合法 バイオマス
事業者の名称 単協区分認定の有効期間事業者の所在地〒

分別管理責任者
氏名等

代表者の氏名
（役職・氏名）

認定№ 主たる
認定業種

ＦＡＸＴＥＬ

長野県木連 G-100 B-100 株式会社 アスカ木材 穂　苅　　　淳 穂　苅　　　淳 388-8008 長野市合戦場3丁目76番地 026-293-2593 026-293-5246 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-101 湯本木材商会 有限会社 湯　本　政　樹 湯　本　峰　樹 383-0211 中野市西2丁目6番18号 0269-22-2020 0269-23-1315 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-102 株式会社 井上 井　上　一　成 井　上　一　成 399-5604 木曽郡上松町正島町2-25 0264-52-2546 0264-52-4157 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-103 金作木材 株式会社 小　口　博　靖 小　口　博　靖 393-0054 諏訪郡下諏訪町5440 0266-27-1133 0266-27-1134 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-104 株式会社 若松 若　松　厚　秀 古　屋　政　重 393-0087 諏訪郡下諏訪町4611番地92 0266-28-9111 0266-28-3333 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-105 有限会社 萬屋材木店 山　岸　茂　治 山　田　　  正 381-0101 長野市若穂綿内8642 026-282-2228 026-282-6165 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 須　高

長野県木連 G-106 有限会社 ヤシラキ製材所 麦　島　照　幸 麦　島　照　幸 397-0001 木曽郡木曽町福島社木6902 0264-22-3133 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-107 栗山木工 有限会社 栗　山　弘　忠 栗　山　由　己 399-5504 木曽郡大桑村野尻2271-6 0264-55-2134 0264-55-4034 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-109 株式会社 野尻木材工業所 纐　纈　和　人 纐　纈　和　人 399-5504 木曽郡大桑村野尻1519番地の１ 0264-55-2044 0264-55-3957 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-110 B-110 双葉林業 合資会社 高見澤　敏　明 高見澤　敏　明 384-1102 南佐久郡小海町小海3317 0267-92-1050 0267-92-1055 素材生産(製材） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 東信素

長野県木連 G-111 株式会社 ヤマキチ木材 大　蔵　久　男 大　蔵　久　男 395-0001 飯田市座光寺5526-１ 0265-22-0055 0265-52-6371 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-112 B-112 株式会社 吉本 由　井　正　隆 飯　出　　　実 384-0611 南佐久郡佐久穂町大字平林121 0267-86-4305 0267-86-5544 素材生産(製材） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 素生部会

長野県木連 G-113 株式会社 笹崎材木店 笹　崎　千　城 笹　崎　千　城 384-0621 佐久市入澤655 0267-82-3540 0267-82-3540 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-115 田村木材 株式会社 田　村　文　男 田　村　紘　一 385-0007 佐久市大字新子田1867 0267-67-3867 0267-68-5057 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-116 武重 新　井　藤　弘 新　井　藤　弘 384-0085 小諸市森山196-8 0267-23-8484 0267-23-8493 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-117 B-117 柳沢林業 柳　沢　　　勇 柳　沢　　　勇 399-9101 大町市美麻4327 090-3585-8949 0261-29-2512 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 大　北

長野県木連 G-118 B-118 有限会社 大井木材 大　井　翔　太 大　井　翔　太 399-5606 木曽郡上松町緑町2-10-2 0264-24-0720 0264-24-0721 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木曽官

長野県木連 G-119 木曽協和産業 株式会社 神　田　清　二 神　田　一　哉 399-5601 木曽郡上松町上松367-1 0264-52-2110 0264-52-4916 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木曽官

長野県木連 G-121 有限会社 山宝産業 竹　下　元　治 竹　下　元　治 381-2402 長野市信州新町山上条1832 020-262-3288 026-262-3247 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北信木材生産セ

長野県木連 G-122 B-122 有限会社 共成木材 牛　山　博　史 牛　山　博　史 383-0046 中野市片塩965 0269-22-3927 0269-22-7838 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北信木材生産セ

長野県木連 G-123 B-123 有限会社 金山林業 金　山　文　雄 金　山　文　子 386-0403 上田市腰越1923-1 0268-43-3898 0268-43-3812 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防上田

長野県木連 G-124 B-124 平澤林産 有限会社 平　澤　照　雄 平　澤　　　崇 399-4431 伊那市西春近4105 0265-78-2228 0265-76-5775 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-126 B-126 有限会社 ヤマカ木材 勝　野　智　明 勝　野　智　明 399-5301 木曽郡南木曽町2435-2 0264-57-2538 0264-57-3749 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木曽官

長野県木連 G-128 B-128 ツツキシステム 株式会社 筒　木　　　茂 小　林　国　光 390-1506 松本市安曇3941-2 0263-92-2546 0263-92-5379 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-129 有限会社 島尻木材 島　尻　禎　昭 島　尻　禎　昭 397-0201 木曽郡王滝村2716 0264-48-2447 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防木曽

長野県木連 G-130 B-130 有限会社 須江林産 須　江　　　豊 戸　枝　加志雄 385-0022 佐久市岩村田1267-11 0267-67-2416 0267-67-4060 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-131 B-131 かくほん産業 有限会社 伊　藤　　　一 伊　藤　　　一 391-0011 茅野市玉川字原山11400番870 0266-74-2014 0266-74-2269 製材（素材生産） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-132 株式会社 シンヨー 大　和　　　朗 瀬　戸　　　進 390-0805 松本市清水1丁目6-13 0263-32-1866 0263-35-4081 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-133 B-133 長野木材チップ工業 有限会社 近　藤　友　里 近　藤　雅　昭 399-2602 飯田市下久堅下虎岩430 0265-29-7696 0265-29-7368 木材加工（チップ、素材生産) 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-135 株式会社 イイダアックス 今　村　彰　吾 福　田　　　守 399-3104 下伊那郡高森町上市田277-1 0265-35-2400 0265-35-5553 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-136 B-136 有限会社 カネホ木材 星　野　勝　好 星　野　勝　好 384-0503 南佐久郡佐久穂町大字海瀬6398 0267-86-3000 0267-86-5364 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-138 株式会社 樋沢産業 樋　澤　一　幸 斉　藤　大　介 386-0503 上田市下武石577-1 0268-85-2038 0268-85-2336 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-139 中島木材 株式会社 中　嶋　　　豪 中　嶋　　　章 385-0007 佐久市新子田1854 0267-67-4038 0267-67-3307 流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-140 丸菱木材工業 株式会社 土　屋　文　博 土　屋　文　博 384-0061 小諸市大字加増字上の平608 0267-22-4847 0267-22-4816 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久
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長野県木連 G-141 有限会社 杉山林産 杉　山　観　治 杉　山　観　治 384-0801 小諸市甲4725-8 0267-23-7181 090-3558-2424 0267-25-7823 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-144 株式会社 真設 柳　沢　勘五郎 柳　沢　勘五郎 386-2202 上田市真田町本原3023 0268-72-4606 0268-61-4004 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 素生部会

長野県木連 G-145 飯嶋木材 飯　嶋　毅　彦 飯　嶋　毅　彦 384-2205 佐久市春日764 0267-53-3352 0267-53-2428 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 素生部会

長野県木連 G-146 B-146 荒井木材 荒　井　隆　美 荒　井　祐　貴 386-1323 上田市本郷618-9 0268-75-7023 0268-75-6016 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 素生部会

長野県木連 G-147 山浦木材建材 株式会社 山　浦　尚　武 山　浦　豊　弘 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田588-8 0267-56-1030 0267-56-3250 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-148 有限会社 田中製材工業 田　中　俊　章 田　中　良　平 389-0405 東御市下之城753 0268-67-2139 0268-67-3580 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上　小

長野県木連 G-149 B-149 有限会社 栄林社 山　下　好　雄 山　下　好　雄 399-1401 飯田市南信濃木沢750 0260-34-1008 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-151 B-151 株式会社 レインボー 雨　宮　一　也 佐　野　寿　一 399-1132 諏訪郡富士見町落合黒鳥9175 0266-62-8111 0266-62-8110 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-152 B-152 大栄産業 株式会社 藤　本　博　史 萬　井　耕　輔 390-1401 松本市波田2951-37 0263-92-5051 0263-92-5809 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-153 有限会社 井出製材所 井　出　一　彦 井　出　一　彦 384-0412 佐久市田口1082 0267-82-3014 0267-82-9805 製材 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-155 株式会社 タカサワマテリアル 小　林　正　夫 久保田　達　彦 385-0053 佐久市野沢94番地１ 0267-62-2345 0267-62-2344 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-156 B-156 オガサワラ林業 有限会社 小 笠 原　良一 小笠原　浩　光 390-0823 松本市大字中山4135-4 0263-85-7399 0263-87-5235 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-157 B-157 株式会社 飯森林業 飯　森　幸　彦 飯　森　幸　彦 394-0044 岡谷市湊5丁目13-15 0266-78-4150 0266-78-6009 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-158 株式会社 イーエムシー 戸　津　勝　彦 戸　津　勝　彦 381-0035 長野市北条町3-14 026-256-9170 026-256-9171 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 土木用材部会

長野県木連 G-160 B-160 特定非営利活動法人 森林環境 湯　澤　要　次 伊　藤　裕　之 399-4104 駒ケ根市経塚7-11 0265-81-4803 0265-81-4804 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-161 B-161 有限会社 加藤産業 加　藤　隆　信 下　平　　　正 399-3103 下伊那郡高森町下市田2422-52 0265-35-5304 0265-35-5575 木材加工（チップ） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-162 B-162 有限会社 早川実業 早　川　伸　一 早　川　伸　一 392-0131 諏訪市湖南6446-5 0266-58-6577 0266-58-6588 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-163 有限会社 丸宮産業 宮　下　浩　之 宮　下　浩　之 399-3202 下伊那郡豊丘村神稲9290-1 0265-35-7388 0265-35-7387 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-164 髙橋林業 株式会社 高　橋　平　和 高　橋　平　和 399-8501 北安曇郡松川村5728 0261-62-2140 0261-62-0111 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-165 有限会社 丸山材木店 丸　山　　　剛 丸　山　　　剛 382-0037 須坂市野辺町746番地 026-245-0757 026-245-0222 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 須　高

長野県木連 G-167 B-167 有限会社 源次商店 田　中　孝　輔 田　中　孝　輔 399-5301 木曽郡南木曽町読書3967番地8 0264-57-2309 0264-57-2164 チップ製造 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防木曽

長野県木連 G-168 株式会社 カネト 高見澤　正　孝 足　立　竜　治 384-1105 南佐久郡小海町大字千代里2959-2 0267-92-2501 0267-92-2509 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-168-2 株式会社 カネト 軽井沢店 高見澤　正　孝 戸　塚　　　巧 389-0207 北佐久郡御代田町馬瀬口1747-1 0267-32-8001 0267-32-8002 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-168-3 株式会社 カネト 上田店 高見澤　正　孝 菊　谷　友　拓 386-0001 上田市上田1353-12 0268-21-0777 0268-21-0778 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-168-4 株式会社 カネト 長野店 高見澤　正　孝 小　林　　　淳 381-0024 長野市南長池280-8 026-222-5822 026-222-5823 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-169 株式会社 与志本プレカットセンター 中　島　毅　公 桜　井　成　実 385-0025 佐久市塚原1545番地１ 0267-68-8511 0267-68-8555 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 北佐久

長野県木連 G-171 株式会社 山銀銘木店 山　田　武　義 樋　口　範　力 392-0016 諏訪市豊田文出25番地 0266-53-6803 0266-53-1535 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-172 カネダイ藤森製材所 藤　森　秀　典 藤　森　秀　典 391-0013 茅野市宮川8475 0266-72-5355 0266-72-5355 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-173 大洋木材 株式会社 上　沼　保　夫 上　沼　隆　弘 394-0027 岡谷市中央町2丁目14-21 0266-22-4875 0266-24-1585 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-175 B-175 有限会社 北原土木 北　原　光　由 北　原　陽　一 395-0077 飯田市丸山町4丁目5583-2 0265-24-1178 0265-24-1190 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防飯田

長野県木連 G-176 旦開木材 株式会社 猪　切　保　義 猪　切　保　義 399-1612 下伊那郡阿南町新野1023 0260-24-2020 0260-24-2020 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-177 村澤製材工業 有限会社 渡　邉　秀　世 渡　邉　秀　世 399-1601 下伊那郡売木村419-117 0260-28-2114 0260-28-2552 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防飯田

長野県木連 G-179 敦②木軸工房 伊　藤　　　敦 伊　藤　　　敦 399-8303 安曇野市穂高4631-1 0263-82-8359 0263-82-8359 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南安曇

長野県木連 G-182 株式会社 ニッチ 市　川　善　隆 寺　澤　春　彦 381-0004 長野市大字大町740-3 026-295-6660 026-295-0174 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター
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長野県木連 G-183 片桐製材 株式会社 片　桐　裕　之 片　桐　裕　之 399-0705 塩尻市広丘堅石2146-318 0263-52-0884 0263-52-1971 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-184 株式会社 オビナタ 大日方　哲　也 大日方　哲　也 381-1231 長野市松代町松代758 026-284-2661 026-284-2131 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-185 炭平コーポレーション 株式会社 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 381-0025 長野市北長池1667 026-243-6111 026-259-7450 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-185-2 炭平コーポレーション 株式会社 小諸支店 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 384-0809 小諸市滋野1450 0267-22-6151 0267-23-8433 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-185-3 炭平コーポレーション 株式会社 松本支店 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 399-0033 松本市大字笹賀7804 0263-26-4016 0263-27-2274 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-185-4 炭平コーポレーション 株式会社 諏訪支店 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 392-0015 諏訪市中洲4348 0266-57-0111 0266-54-0067 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-185-5 炭平コーポレーション 株式会社 飯田支店 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 399-3303 下伊那郡松川町元大島1533 0265-36-2911 0265-34-1700 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-185-6 炭平コーポレーション 株式会社 柏崎支店 鷲　澤　幸　一 西　　　　剛 945-0315 新潟県刈羽郡刈羽村大字上高町甲13 0257-45-2411 0257-45-2409 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-186 株式会社 十一屋 小　林　憲　一 小　林　憲　一 389-1313 上水内郡信濃町古間624 026-255-2011 026-255-2145 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-188 株式会社 合津建材 合　津　義　人 合　津　義　人 386-0017 上田市踏入一丁目4番26号 0268-22-3325 0268-22-3395 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-189 株式会社 シンケン 市　川　興　一 瀧　本　光　雄 390-8530 松本市庄内3丁目4-39 0263-25-0194 0263-28-6666 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-190 株式会社 松脇 見　目　　　仁 見　目　　　仁 381-0011 長野市大字村山580-1 026-295-1515 026-295-1516 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-191 有限会社 南信資材 小　椋　　　要 小　椋　　　要 391-0011 茅野市玉川11400-370 0266-70-1771 0266-79-6770 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-192 赤羽工業 有限会社 赤　羽　克　彦 赤　羽　洋　紀 399-0011 松本市寿北2-9-7 0263-25-8688 0263-26-6278 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-194 木曽林材興芸 株式会社 勝 野　晋 一 郎 勝　野　晋一郎 399-5302 木曽郡南木曽町吾妻22番地 0264-57-3151 0264-57-4052 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-195 出口木材工業 株式会社 出　口　敏　規 出　口　敏　規 399-5504 木曽郡大桑村野尻2226 0264-55-2073 0264-55-3535 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-196 ダイエイランバー 佐　藤　武　信 佐　藤　武　信 386-0032 上田市諏訪形1512 0268-75-9531 0268-75-9541 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

G-197 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日

B-197 令和元年１２月　１日～令和４年　９月３０日

長野県木連 G-198 株式会社 モモセコーポレーション 百　瀬　　　正 百　瀬　孝　平 399-0706 塩尻市広丘原新田115-1 0263-54-1669 0263-54-6464 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-201 金井山建材工業 株式会社 深　美　吉　正 深　美　吉　正 381-1225 長野市松代町東寺尾3135 026-278-2551 026-278-8857 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-203 有限会社 太田材木店 太　田　健　一 太　田　健　一 381-2234 長野市川中島町今里790-1 026-286-5670 026-286-5671 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証センター

長野県木連 G-205 株式会社 信州合板 唐　澤　敏　雄 唐　澤　敏　雄 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8329 0265-79-2226 0265-71-3078 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-207 富国物産 株式会社 本店 林　　　隆　夫 林　　　隆　夫 381-0038 長野市東和田806番地 026-243-1321 026-243-1245 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-207-2 富国物産 株式会社 長野支店 西　沢　智　典 西　沢　智　典 381-0038 長野市東和田806番地 026-243-1321 026-243-1245 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-207-3 富国物産 株式会社 岡谷支店 平　沼　雄　一 平　沼　雄　一 394-0085 岡谷市長地小萩一丁目1番25号 0266-27-3521 0266-28-8094 流通販売 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-209 株式会社 国興 田　中　一　興 田　中　一　興 399-0027 松本市寿南1-7-22 0263-58-2095 0263-58-2015 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-212 有限会社 土倉製材所 土　倉　裕太郎 土　倉　宜　也 389-1222 上水内郡飯綱町大字柳里646 026-253-2320 026-253-6416 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 長　野

長野県木連 G-220 株式会社 林材木店 林　　　金　之 丸　山　和　行 399-3303 下伊那郡松川町元大島1660番地 0265-36-3151 0265-36-3152 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-223 有限会社 高原産業 小　林　和　春 小　林　和　春 389-1305 上水内郡信濃町柏原2530-8 026-255-2665 026-255-2679 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-225 B-225 依田商事 依　田　秀　光 依　田　秀　光 384-1211 南佐久郡南相木村3214-1 0267-78-2363 0267-78-2363 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南佐久

長野県木連 G-226 B-226 大平林業建設 樋　口　　　幸 樋　口　　　幸 381-0037 長野市西和田1-17-47 026-243-0830 026-243-0054 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-227 B-227 島崎山林塾企業組合 中　村　　　豊 中　村　　　豊 399-4501 伊那市西箕輪5539-7 090-9806-2923 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-228 B-228 河西木材 河　西　陵　一 河　西　陵　一 391-0003 茅野市本町西10-26 0266-72-2014 0266-72-2014 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

製材下伊那郡喬木村400-161 認証センター小　澤　由　徳 395-1101 0265-49-8418 0265-49-8419長野県木連 株式会社 飯伊 林　　　和　弘
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長野県木連 G-231 大野林業 大　野　晴　吉 大　野　晴　吉 398-0004 大町市常盤4961-12 0261-22-7040 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 大　北

長野県木連 G-234 安曇野木材 半　田　雅　己 半　田　雅　己 399-8303 安曇野市穂高7940-29 0263-82-2878 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 南安曇

長野県木連 G-235 永井 孝之 永　井　孝　之 永　井　孝　之 386－0322 上田市西内280 0268-44-2807 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防上田

長野県木連 G-236 B-236 株式会社 鋼和 和　田　忠　久 和　田　忠　久 380－0875 長野市大字小鍋10-14 026-232-4096 026-235-1033 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-237 有限会社 宮崎製材所 宮　崎　善　希 宮　崎　善　希 388-8014 長野市塩崎423 026-292-2129 026-292-8409 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-238 B-238 興和林業 株式会社　小布施事業所 中　村　拓　哉 中　村　拓　哉 381-0211 上高井郡小布施町大字雁田281-1 026-285-0640 026-285-0642 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-239 B-239 企業組合 山人 奥　村　健　二 奥　村　健　二 396-0001 伊那市福島1147-2 0265-98-9688 0265-98-5520 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-240 伊那林業 株式会社 藤　井　堅　司 藤　井　堅　司 380-0025 伊那市荒井4732-2 0265-78-8157 0265-78-0057 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-242 生田木材技建 株式会社 林　　 宗　 弘 福　澤　友　安 399-3302 下伊那郡松川町生田849-5 0265-36-2310 0265-36-3709 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-243 B-243 有限会社 松下商事 松　下　秀　男 松　下　秀　男 399-9101 大町市美麻15249-1 0261-23-1034 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

G-244 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日

B-244 令和２年　９月　１日～令和４年　９月３０日

長野県木連 G-245 B-245 有限会社 浜屋木材 古　田　雅　彦 古　田　雅　彦 399-0422 上伊那郡辰野町大字平出3636-2 0266-43-3125 0266-43-3125 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 土木用材部会

長野県木連 G-246 B-246 有限会社 北信えのき茸 出　川　　　広 宮　澤　修　一 383-0013 中野市中野松崎2791-10 0269-22-4347 055-971-2139 チップ生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 高　水

長野県木連 G-247 B-247 株式会社殿島林輸 片　桐　雄　二 片　桐　雄　二 399-4432 伊那市大字東春近2792-4 0265-96-7066 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-248 B-248 岡澤林業 岡　澤　唯　寛 岡　澤　唯　寛 399-9422 北安曇郡小谷村千国乙9378 0261-82-3236 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-249 B-249 株式会社 薪一 北　村　勝　宏 北　村　勝　宏 396-0111 伊那市美篶7310-117 0265-71-5595 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-250 海老沢木材 正島工場 海老沢　公　治 中　村　清　邦 399-5604 木曽郡上松町正島1-19 0264-52-2027 0264-52-2426 製造加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-251 B-251 企業組合 山仕事創造舎 橋　本　　　拓 橋　本　　　拓 398-0002 大町市大町3300-1 0261-85-0940 0261-85-0941 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-252 B-252 有限会社 髙遠興産 林　　  敏　行 加　藤　千　博 396-0023 伊那市山寺1558-1 0265-72-5308 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-253 B-253 株式会社 金井山素材 金　井　渓一郎 金　井　渓一郎 396-0030 伊那市平沢8743 080-3200-1332 0265-95-4390 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-254 シブキヤ建設 株式会社 渋　坂　安　夫 桜　井　祐　樹 399-3303 下伊那郡松川町元大島2715-47 0265-36-2222 0265-36-5614 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 飯　伊

長野県木連 G-255 B-255 工藤林産 工　藤　圭　一 工　藤　圭　一 386-0701 小県郡長和町和田3234-2 0268-88-2725 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防上田

長野県木連 G-256 B-256 王滝林業 有限会社 西　路　　　明 西　路　　　明 397-0201 木曽郡王滝村野口4563-2 0264-48-2363 0264-48-2383 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 木　曽

長野県木連 G-257 山造り舎 川　島　潤　一 川　島　潤　一 399-4501 伊那市西箕輪4414-1 0265-98-7057 0265-98-7057 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-258 B-258 株式会社 クオリス 斉  藤 　 　明 斉  藤　  　明 396-0621 伊那市富県7056-1 0265-74-5255 0265-76-1132 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-259 特定非営利活動法人 森の座 西  村　智  幸 西  村　智  幸 396-0014 伊那市狐島3705-5 0265-78-1425 0265-98-0933 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-260 嶋田 勝司 嶋  田　勝  司 嶋  田　勝  司 399-6462 塩尻市大字洗馬135 0263-52-8784 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-261 小松木材 小　松　計　彦 小　松　計　彦 391-0012 茅野市金沢1400-63 0266-72-8037 0266-72-8037 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 諏　訪

長野県木連 G-262 B-262 征矢野建材 株式会社 櫻　井　秀　弥 清　水　利　剛 399-0033 松本市笹賀7116-1 0263-86-0250 0263-86-4461 製材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松　筑

長野県木連 G-263 きっこり 佐　藤　洋　平 佐　藤　洋　平 389-1303 上水内郡信濃町上野原520-28 026-258-2981 026-258-2981 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-264 B-264 合同会社 丸友林産工業 早　川　武　志 早　川　武　志 394-0035 岡谷市天竜町1-1-27 0266-23-1017 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-269 林友ハウス工業 株式会社 穂  苅　    淳 穂  苅　    淳 399-8303 安曇野市穂高8421 0263-82-3388 0263-82-8063 製材業 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証製品センター

長野県木連 G-270 B-270 株式会社 バイオエコロジー信州 矢　澤　弘　幸 矢　澤　弘　幸 399-4231 駒ヶ根市中沢4117 0265-83-9533 0265-82-2175 チップ生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 林災防大町大町市美麻18088399-9101田　辺　　　勇田　辺　　　勇 チップ生産0261-29-28280261-29-2828富山工業 株式会社 美麻チップセンター
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長野県木連 G-271 B-271 中村木材 中　村　喜　晢 中　村　喜　晢 381-2415 長野市信州新町中牧2883 026-262-4664 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-272 B-272 有限会社 アクト 北　原　顕　夫 北　原　顕　夫 399-4117 駒ヶ根市赤穂16439-1 0265-83-2323 0265-83-6752 チップ生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-275 蓼科高原農場 有限会社 橋　詰　正　清 寺　尾　真　一 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田2000‐1 0267-51-5211 0267-51-5213 素材・チップ生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-278 B-278 有限会社 住岡産業 小　松　千恵子 金　沢　典　一 399-0724 塩尻市上西条121-1 0263-54-6010 0263-54-6016 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-281 有限会社 室岡造園土木 室　岡　宏　明 室　岡　宏　明 396-0026 伊那市西町6353 0265-73-2103 0265-73-9097 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-282 B-282 有限会社 坂井林業 坂　井　智　仁 坂　井　智　仁 399-8302 安曇野市穂高北穂高3163 0263-87-1504 0263-87-1504 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-283 B-283
エア・ウォーター 株式会社
電力事業戦略部安曇野ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

籠　田　政　博 籠　田　政　博 399-8102 安曇野市三郷温6208 0263-76-4301 0263-77-4386 チップ生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-285 B-285 伊藤素材 伊　藤　　　博 伊　藤　　　博 396-0305 伊那市高遠長藤7039 0265-96-2155 0265-96-2155 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-286 平 林業 平　澤　一　雄 平　澤　一　雄 399-4431 伊那市西春近4657-2 0265-78-4681 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-287 B-287 大力木材 株式会社 酒　井　希　叔 酒　井　希　叔 399-4117 駒ヶ根市赤穂9864 0265-83-3171 0265-83-1784 木材加工 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-288 アーバーワークス 株式会社 小　松　誠　司 小　松　誠　司 399-4101 駒ヶ根市下平3046 0265-95-4079 0265-95-4089 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-289 B-289 有限会社 東京造園 花　岡　親　知 熊　木　博　司 394-0081 岡谷市長地権現町3-7-9 0266-28-5644 0266-28-0445 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-290 B-290 有限会社 木建 三　澤　總　喜 三　澤　總　喜 397-0002 木曽郡木曽町新開2517 0264-23-3596 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防木曽

長野県木連 G-291 B-291 株式会社 黒川林業 黒　川　　　彰 黒　川　　　彰 399-8304 安曇野市穂高柏原3785-1 0263-82-9485 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-292 株式会社 イトー 伊　藤　　　登 伊　藤　　　登 381-0043 長野市吉田2-8-24 026-241-6635 026-241-6770 流通業 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 認証製品センター

長野県木連 G-293 B-293 山久農林 小　幡　　　唯 小　幡　　　唯 399-3702 伊那郡飯島町飯島2468-10 0265-98-0737 0265-98-0737 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-294 B-294 有限会社 北信林研 宮　下　陽　一 宮　下　陽　一 387-0012 千曲市大字桜堂500-15 026-273-5890 026-272-5060026-273-5890 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-296 合同会社 テクノやまみや 山　宮　徳　孝 山　宮　龍　男 386-2201 上田市真田町長6524 0268-72-4180 0268-72-4190 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防上田

長野県木連 G-297 B-297 中沢林業 篠　田　義　一 篠　田　義　一 399-4231 駒ヶ根市中沢11157-1 0265-83-2422 0265-83-2422 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-298 B-298 有限会社 レックプランニング 関　　喜 代 人 小　口　真　澄 386-2201 松本市大字新村字原田2933-11 0263-48-3471 0263-48-3472 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-300 株式会社 アクロス 市　川　友　一 関　川　桂太郎 385-0052 佐久市原138-12 0267-64-8550 0267-64-8551 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-302 東城林産 東　城　　　力 東　城　　　力 384-0021 佐久市長土呂1133-4 0267-67-2882 0267-67-2882 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-303 有限会社 カーサ・リッジ 林　　　紀　之 林　　　紀　之 394-0048 岡谷市川岸上1-11-7 0266-23-4638 0266-21-7625 流通(プレカット工場) 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-304 B-304 山一木材工業 株式会社 齋　藤　　　章 齋　藤　　　章 386-0701 小県郡長和町561 0268-88-2525 0268-88-3147 木材加工（木材流通） 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防上田

長野県木連 G-306 中原 卓也 中　原　卓　也 中　原　卓　也 396-0007 伊那市若宮7380-313 090-1829-0440 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-307 B-307 株式会社 木葉社 小　池　耕太郎 小　池　耕太郎 391-0001 茅野市茅野236-7 0266-78-6931 0266-75-5204 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-308 有限会社 中信 宮　川　秀　紀 宮　川　秀　紀 399-8101 安曇野市三郷明盛1835-3 0263-77-2700 0263-77-6448 木材加工・家具製造業 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 松筑木協

長野県木連 G-309 B-309 一般社団法人 塩尻市森林公社 田　中　速　人 西　窪　美　彦 399-6461 塩尻市宗賀1791-1 0263-31-6733 0263-31-6744 薪製造 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-311 B-311 竜野林業 竜　野　　　昭 竜　野　　　昭 389-1201 上水内郡飯綱町大字芋川4224 026-253-7058 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-312 B-312 株式会社 秀健 吉　江　政　寛 吉　江　政　寛 399-6461 塩尻市大字宗賀1156番3 0263-54-5656 0263-53-1800 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-313 B-313 有限会社 山栄建設 山　田　英　登 山　田　英　登 394-0085 岡谷市長地小萩2丁目5番2号 0266-27-6210 0266-28-8099 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-314 丸計渡邊木材 株式会社 渡　邊　芳　典 渡　邊　芳　典 399-4601 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8684番地 0265-79-2114 0265-79-9616 木材流通 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 上伊那木協

長野県木連 B-315 有限会社 今井木材 今　井　孝　光 今　井　孝　光 399-5504 木曽郡大桑村野尻981-ハ-3 0264-55-2161 0264-55-4103 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防木曽

長野県木連 G-317 宮澤林産 宮　澤　優　人 宮　澤　優　人 399-3801 上伊那郡中川村大草2003 0265-88-2587 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那
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G-318 素材生産 令和元年１０月　１日～令和４年　９月３０日

B318 木材加工（チップ） 令和３年　７月　５日～令和４年　９月３０日

長野県木連 G-319 B-319 株式会社 緑化創造舎 野　口　　　拓 宮　澤　和　樹 391-0011 諏訪郡原村18014 0266-75-3630 0266-75-2223 素材生産 令和元年１１月１４日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

G-320 令和元年１２月　１日～令和４年　９月３０日

B-320 令和元年１２月１８日～令和４年　９月３０日

長野県木連 G-321 Ｊａｚｚｙ横川 土　田　　　功 土　田　　　功 399-0511 上伊那郡辰野町横川2010-2 080-1150-6830 0266-47-5026 素材生産 令和２年　１月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-322 B-322 千手産業 合同会社 菅　野　眞　一 菅　野　眞　一 398-0004 大町市常盤3472番地3 0261-25-0605 0261-25-0605 素材販売 令和２年　１月１６日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 B-323 有限会社 ちどり産業 小　松　貴　一 小　松　貴　一 396-0004 伊那市手良中坪1307 0265-76-7724 0265-76-7724 木材加工（おが粉） 令和２年　１月１６日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 B-324 信州ウッドチップ 株式会社 隂　山　恭　男 隂　山　恭　男 389-0407 東御市羽毛山字五輪立519番地1 0268-71-7515 0268-71-7516 木材加工（チップ） 令和２年　２月　１日～令和４年　９月３０日 上小木協

長野県木連 G-325 株式会社 やまとわ 中　村　　　博 宮　原　幸　二 399-4501 伊那市西箕輪6565-20 0265-98-0439 0265-98-0459 素材生産 令和２年　３月　５日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 B-326 株式会社 フォレスト 河　野　尚　司 河　野　尚　司 399-8602 北安曇郡池田町会染6124-37 0261-62-1015 0261-62-1014 木材加工（チップ） 令和２年　４月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-327 B-327 株式会社 実と林業 小　川　崇　夫 小　川　崇　夫 390-1611 松本市奈川３５８番地１ 0263-79-2778 090-9745-71310263-79-2778 素材生産 令和２年　４月　１日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 B-328 木曽町木質バイオマス事業協同組合 神　村　光　雄 古　本　　　勇 397-0002 木曽郡木曽町3595-1 0264-25-6110 0264-25-6111 木材加工（チップ） 令和２年　５月　７日～令和４年　９月３０日 林災防木曽

長野県木連 G-329 B-329 株式会社 寺尾林産 肥　後　敏　雄 肥　後　敏　雄 395-0352 下伊那郡阿智村伍和5169 0265-43-2345 素材生産 令和２年　５月２９日～令和４年　９月３０日 林災防飯田

長野県木連 G-330 株式会社 第三木材 島　田　直　政 安　達　哲　也 389-0514 東御市加沢201-5 0268-62-1202 0268-62-1204 木材流通 令和２年　６月１２日～令和４年　９月３０日 上小木協

長野県木連 G-331 B-331 フォレストエコシステム 合同会社 伊　藤　陽　一 伊　藤　陽　一 399-0424 上伊那郡辰野町赤羽664番地61 0266-41-3368 素材生産 令和２年　６月１９日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-332 B-332 株式会社 つなぐ里山 松　尾　秀　一 松　尾　秀　一 396-0402 伊那市長谷溝口1501-1 090-4230-2238 0265-98-7107 素材生産 令和２年　７月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-333 B-333 坂戸木材 坂　戸　清　高 坂　戸　清　高 381-2401 長野市信州新町越道10581 026-262-3829 素材生産 令和２年　７月　１日～令和４年　９月３０日 北信木材生産セ

長野県木連 G-334 菅沼木材 株式会社 菅　沼　　　久 菅　沼　　　久 399-4101 駒ヶ根市下平941-1 0265-82-3526 0265-82-6436 木材流通 令和２年１０月１３日～令和４年　９月３０日 上伊那

長野県木連 G-335 B-335 合同会社 おおまち林業 宮　田　隆　規 宮　田　隆　規 398-0002 大町市大町814番地1 0261-85-2438 0261-85-2438 素材生産 令和２年１２月　１日～令和４年　９月３０日 林災防大町

G-336 令和２年１２月　３日～令和４年　９月３０日

B-336 令和３年　２月　１日～令和４年　９月３０日

長野県木連 G-337 小牧 亮久 小　牧　亮　久 小　牧　亮　久 396-0621 伊那市富県6631 080-1249-7474 素材生産 令和３年　２月　１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 B-338 株式会社 信濃環境整備 寺　島　琢　也 守　屋　幸　男 391-0012 茅野市金沢2939-233 0266-79-6344 0266-79-6343 木材加工（チップ） 令和３年　２月２６日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-339 B-339 株式会社 川上 川　上　康　秀 伊　藤　武　文 384-0303 佐久市下小田切245-1 0267-77-7260 0267-77-7266 素材生産 令和３年　２月２６日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-340 B-340 有限会社 信州リサイクルセンター 平　林　光　弘 平　林　恭　治 399-8301 安曇野市穂高有明2184-594 0263-69-2273 0263-69-2273 木材加工（チップ） 令和３年　３月　３日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-341 B-341 株式会社 ＡＣＣ 大　沼　洋　二 大　沼　洋　二 399-4321 駒ケ根市東伊那6219-1 0265-82-5952 0265-82-5962 素材生産 令和３年　３月　３日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-342 B-342 ＲＥ諏訪湖 株式会社 元　木　　　誠 元　木　　　誠 392-0022 諏訪市高島1ｰ4ｰ17 0265-54-0281 0265-54-0282 木材流通（チップ） 令和３年　３月１１日～令和４年　９月３０日 林災防諏訪

長野県木連 G-343 B-343 内藤石二木材 内　藤　　　登 内　藤　　　登 384-2305 北佐久郡立科町芦田2442-6 090-4660-0519 0267-56-3886 素材生産 令和３年　４月１３日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-344 B-344 株式会社 小山林産 小　山　教　洋 岩　木　岳　史 386-0507 上田市武石上本入1124-1 0268-41-4570 0268-41-4571 素材生産 令和３年　４月１３日～令和４年　９月３０日 上小木協

長野県木連 G-345 岡田 建二朗 岡　田　建二朗 岡　田　建二朗 399-4601 上伊那郡箕輪町富田14800-214 0265-79-9890 素材生産 令和３年　５月１７日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-346 石井住宅資材 有限会社 石　井　亥九王 石　井　亥九王 381-2226 長野市川中島町今井222 026-284-8686 026-284-8495 木材流通 令和３年　５月３１日～令和４年　９月３０日 認証製品センター

長野県木連 G-347 B-347 株式会社 岩船陸送 堀　米　伸　一 坂　本　和　昭 383-0041 中野市大字岩船453-10 0269-38-1761 0269-38-1779 木材流通 令和３年　６月１５日～令和４年　９月３０日 林災防高水

長野県木連 G-349 B-349 株式会社 結商事 船　越　徹　也 船　越　徹　也 399-4511 上伊那郡南箕輪村9273-1 080-1432-4736 木材流通（チップ） 令和３年　７月１４日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

林災防大町素材生産0261-82-28910261-82-2891北安曇郡小谷村大字千国4559

林災防伊那0265-73-97470265-76-0189伊那市前原7318番地2399-4431大　島　寛　二大　島　寛　二株式会社 大島グリーン開発長野県木連

林災防松本素材生産0263-51-63630263-51-6363塩尻市片丘5010-133

片　山　　　真片　山　　　真やまさと林業 株式会社長野県木連

399-0711大　塚　　　薫大　塚　　　薫松本建設 有限会社長野県木連

399-9422
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長野県木連 G-350 B-350 有限会社 矢守産業 矢　澤　守　晃 矢　澤　守　晃 395-0153 飯山市上殿岡340-4 0265-25-2395 素材生産 令和３年　６月２５日～令和４年　９月３０日 飯伊木協

長野県木連 G-351 B-351 株式会社 北相木森水舎 野　本　浩　幸 野　本　浩　幸 384-1201 南佐久郡北相木村3332 090-4517-8268 素材生産 令和３年　８月　３日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-352 株式会社 里野林業 里　野　寛　平 里　野　寛　平 381-4102 長野市戸隠豊岡1483 026-217-8961 026-217-8962 素材生産 令和３年　８月２３日～令和４年　９月３０日 林災防長野

長野県木連 G-353 B-353 ASAHI 掛　川　優　太 掛　川　優　太 384－0803 小諸市丙35-1 090-4158-6346 素材生産 令和３年　９月２４日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-354 B-354 徳竹林業株式会社 徳　竹　　　歩 徳　竹　　　歩 381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬11871 0269-67-0553 素材生産 令和３年１０月１５日～令和４年　９月３０日 林災防中野

長野県木連 G-355 B-355 株式会社カネキ産業 金　　　　　勲 金　　　　　勲 399－0702 塩尻市広丘野村686-1 0263-53-2949 0263-53-2949 素材生産 令和３年１１月１０日～令和４年　９月３０日 林災防松本

長野県木連 G-356 B-356 百瀬太郎 百　瀬　太　郎 百　瀬　太　郎 396-0621 伊那市富県8463 080-9977-6638 素材生産 令和３年１１月１５日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-357 B-357 梶屋 小　林　孝　之 小　林　孝　之 399-4231 駒ケ根市中沢11557-1 090-2145-5871 素材生産 令和３年１２月　３日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-358 B-358 穂高観光株式会社 小　松　　　直 寺　島　正　樹 399-8303 安曇野市穂高6032-20 0263-82-2618 0263-82-2861 素材生産 令和４年　１月１９日～令和４年　９月３０日 林災防大町

長野県木連 G-359 埋橋章 埋　橋　　　章 埋　橋　　　章 396-0022 伊那市御園2287-1 090-3144-8398 0265-73-2540 素材生産 令和４年　２月２１日～令和４年　９月３０日 林災防伊那

長野県木連 G-360 売木マルチ 飯　嶋　郁　雄 飯　嶋　郁　雄 399-1601 下伊那郡売木村1796-2-2 080-5073-0594 素材生産 令和４年　３月２５日～令和４年　９月３０日 林災防飯田

長野県木連 G-361 B-361 杣人 川　田　　　太 川　田　　　太 399-1505 下伊那郡阿南町富草8205 070-4379-8805 03-6684-1494 素材生産 令和４年　４月　４日～令和４年　９月３０日 林災防飯田

長野県木連 G-362 B-362 戸枝林業 戸　枝　加志雄 戸　枝　加志雄 384-2202 佐久市望月290-2A203 090-4161-7139 素材生産 令和４年　４月　４日～令和４年　９月３０日 林災防小諸

長野県木連 G-363 志水製材所 志　水　賢　司 志　水　賢　司 399-5301 木曽郡南木曽町読書3552-6 0264-57-2212 0264-57-2172 製材 令和４年　４月　４日～令和４年　９月３０日 木曽官材

長野県木連 G-364 株式会社 志水林業製材 志　水　保　仁 志　水　健　吾 399-5302 木曽郡南木曽町吾妻4661 0264-58-2155 0264-58-2477 製材 令和４年　４月　４日～令和４年　９月３０日 木曽官材

長野県木連 G-365 有限会社 滝正木材 滝　　　正　樹 滝　　　正　樹 397-0201 木曽郡王滝村2698-6 0264-48-3300 0264-48-3301 製材 令和４年　４月　４日～令和４年　９月３０日 木曽官材

長野県木連 G-366 株式会社 高和 小　林　和　彦 小　林　和　彦 381-0043 長野市吉田4-13-1-1006 026-219-3446 026-219-3446 製材 令和４年　５月　９日～令和４年　９月３０日 林災防長野


