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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

シーシー・ジー株式会社 長野県伊那市西春近上島２４５５番地 代表取締役　原田　学 第二種 ① 合板の二次加工・販売 シーシー・ジー株式会社 合板、合板（特殊加工化粧） 平成30年1月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-1号 令和5年1月5日

新潟合板振興株式会社 新潟県新潟市東区中木戸401番地 代表取締役社長 田中 久 第二種 ① 合板の製造・販売 新潟合板振興株式会社 工場 丸太、単板、合板 平成30年2月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-3号 令和5年2月5日

池見林産工業株式会社 大分県大分市坂ノ市中央一丁目3番48号 代表取締役社長　久津輪　光一 第二種 ① 集成材・フローリング等の製造・販売・輸出 本社工場、佐野工場、戸次工場
丸太、ひき板、突き板、集成
材、フローリング 平成30年2月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-4号 令和5年2月13日

大亜木材株式会社
大阪府大阪市住之江区北加賀屋2丁目11番8
号　北加賀屋千島ビル405号

代表取締役　永井 健治 第一種・第二種 ① 木材等の輸入及び販売 大亜木材株式会社
ひき板、合板、単板積層材、集
成材、フローリング 平成30年2月15日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-5号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-5号

令和5年2月15日

パナソニック内装建材株式会社 大阪府門真市門真1408 代表取締役社長　岸本 勝 第二種 ① フローリングの製造・販売 パナソニック内装建材株式会社　群馬工場
合板、フローリング、角材、突き
板 平成30年2月19日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-6号 令和5年2月19日

株式会社　アイベツ 北海道上川郡愛別町字東町156番地 代表取締役　佐藤　伸哉 第一種・第二種 ① 角材の輸入、購入及び単板の製造・販売 株式会社　アイベツ 角材、突き板 平成30年2月22日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-7号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-7号

令和5年2月22日

株式会社ランバーテック工業 青森県弘前市大字清水森字下川原2-53 代表取締役　奥山 悟 第一種・第二種 ① 丸太の輸入、単板、合板の製造、販売 株式会社ランバーテック工業 丸太、単板、合板 平成30年2月26日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-8号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-8号

令和5年2月26日

株式会社　イクタ 愛知県名古屋市昭和区高峯町113番地の2 代表取締役 宮田 浩史 第二種 ① フローリングの製造・販売 株式会社　イクタ　本社工場
合板、単板、突き板、フローリン
グ 平成30年2月27日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-9号 令和5年2月27日

ナイスプレカット株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 代表取締役　杉田　理之 第二種 ① プレカット加工及び販売
幸浦工場、木更津工場、九州工場、石岡工
場、滋賀工場、仙台工場

合板、角材、集成材 平成30年2月28日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-10号 令和5年2月28日

株式会社日亜パートナーズ 東京都千代田区九段南２－３－２２ 代表取締役　羽根田　崇 第一種・第二種 ① 木材製品の輸入・卸売り 株式会社日亜パートナーズ
角材、合板、単板積層材、集成
材、フローリング 平成30年3月7日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-11号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-11号

令和5年3月7日

ナイス株式会社
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番1
号

代表取締役 杉田 理之 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入・販売

素材流通部、木材仕入部、東北営業部、関東営業部、
関東木材営業部、首都圏第一営業部、首都圏第二営業
部、首都圏木材営業部、中部営業部、中部木材営業
部、関西営業部、中国営業部、四国営業部、九州営業
部、西日本木材営業部、木材特販部、木材開発部、仕
入部、合板部、商品開発部、住宅システム事業部、リビ
ングMD事業部、木造建設事業部、住宅事業本部

丸太、ひき板、合板、単板積層材、
集成材、構造材、羽柄材、フローリ
ング

平成30年3月8日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-12号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-12号

令和5年3月8日

リセン商事　株式会社 北海道苫小牧市日新町１丁目9番22号 代表取締役　三津橋　泰幸 第一種・第二種 ① 製材、単板等の輸入販売 苫小牧本社、旭川営業所
角材、ひき板、単板、突き板、
集成材、フローリング 平成30年3月12日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-14号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-14号

令和5年3月12日

有限会社　東林業  山梨県大月市大月町花咲343番地 代表取締役　河野　東 第一種・第二種 ① 木材の素材生産販売、チップの製造・販売 有限会社 東林業、チップ事業部 丸太、チップ 平成30年3月13日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-15号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-15号

令和5年3月13日

株式会社テーオーフォレスト 北海道函館市港町3-18-3 代表取締役 小笠原 康正 第一種・第二種 ①、②
製材品の輸入・販売、合板の輸入・製造・販売、フロー
リングの輸入・販売・施工

木材事業部　札幌支店、木材事業部　九州支
店、木材事業部　函館支店、木材事業部　青
森営業所、木材事業部　九州支店、木材事業
部　北見営業所

角材、合板、造作材、構造材、
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 平成30年3月13日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-16号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-16号

令和5年3月13日

ファーストプライウッド株式会社
青森県上北郡六戸町金矢三丁目
2番地1

代表取締役社長　大河 龍也 第二種 ① 単板積層材の製造、販売 ファーストプライウッド株式会社LVL工場 丸太、単板、単板積層材 平成30年3月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-17号 令和5年3月16日

株式会社キーテック 東京都江東区新木場1丁目7番22号 代表取締役社長　中西 宏一 第二種 ① 合板・単板積層材の製造、購入及び販売
木更津工場、営業本部、山梨工場

丸太、単板、合板、単板積層材 平成30年3月19日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-18号 令和5年3月19日

株式会社エフトレーディング 神奈川県横浜市金沢区六浦5-6-1 代表取締役 福地 英夫 第一種・第二種 ① フローリングの輸入・販売 株式会社エフトレーディング フローリング 平成30年3月19日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-19号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-19号

令和5年3月19日

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地 取締役社長　熊谷 和男 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 日成共益株式会社 化学品第3部
ひき板、角材、合板、単板積
層、集成材、木質ペレット、チッ
プ

平成30年3月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-20号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-20号

令和5年3月20日

積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 代表取締役　仲井　嘉浩 第二種 ① 住宅部材の加工・出荷 東北工場、関東工場、静岡工場、山口工場 合板、集成材、構造用集成材 平成30年3月20日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-21号 令和5年3月20日

佐藤林業　株式会社 北海道北見市北斗町三丁目6番16号 代表取締役　佐藤　隆 第一種・第二種 ① 丸太購入・販売、チップ購入・製造・販売
佐藤林業　株式会社
佐藤林業　株式会社　津別工場

丸太、チップ 平成30年3月22日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-22号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-22号

令和5年3月22日

和光木材　株式会社 北海道網走郡津別町緑町11番地 代表取締役　佐藤　隆 第二種 ① 製材品の製造・販売 和光木材　株式会社 丸太、ひき板、角材 平成30年3月22日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-23号 令和5年3月22日

ウッドファースト株式会社 徳島県小松島市和田津開町字北３９８番地 代表取締役社長　伊藤哲 第二種 ① 木材の製材・加工・販売 徳島製材工場 丸太、ひき板、角材 平成30年3月26日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-24号 令和5年3月26日

株式会社　佐藤商店 愛知県名古屋市港区善進本町447番地 代表取締役　佐藤國廣 第二種 ① 木材の製材・販売、集成材及びチップの製造・販売 株式会社　佐藤商店
丸太、ひき板、角材、集成材、
チップ 平成30年4月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-25号 令和5年4月2日

南海プライウッド株式会社 香川県高松市松福町一丁目１５番１０号 代表取締役社長　丸山　徹 第一種・第二種 ①
木材等の輸入、特殊加工化粧合板、フローリング及び
家具等物品の製造・販売

朝日町保税倉庫、長尾物流センターＡ棟、長尾物
流センターＢ棟、志度工場

合板、集成材、単板積層材、角
材、中間製品、合板（特殊加工
化粧合板）、フローリング、棚、
収納用什器

平成30年4月9日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-26号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-26号

令和5年4月9日

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日
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② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
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登録更新年月日

篠崎木工株式会社  栃木県佐野市大橋町1366番地 代表取締役　戸叶　覚 第二種 ①
建材の仕入・販売、集成材(管柱)仕入・販売、プレハブ
住宅用木材加工及び販売

資材部(営業部門)、石塚工場、藤岡工場、宮
城工場

集成材 平成30年4月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-27号 令和5年4月12日

株式会社マルホン 静岡県浜松市浜北区永島1295番地 代表取締役社長 松浦 幸徳 第一種・第二種 ① 木材等の輸入 株式会社マルホン　本社、東京支店 ひき板、フローリング 平成30年4月18日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-28号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-28号

令和5年4月18日

協和木材株式会社
東京都江東区東陽五丁目30番13号東京原木
会館

代表取締役　佐川 広興 第一種・第二種 ①
丸太の入荷・販売、ひき板・製材・集成材・チップの製
造・販売

塙工場、集成材工場、新庄工場、塙工場 営業
部、新庄工場 営業部

丸太、角材、ひき板、集成材、
チップ 平成30年4月18日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-29号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-29号

令和5年4月18日

江間忠木材株式会社 東京都中央区晴海3丁目3番3号 代表取締役会長　江間　壮一 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、加工、製造、販売業
本社 営業本部、九州営業部、大阪営業所、仙
台営業所

丸太、ひき板、角材、合板、単
板積層材、集成材 平成30年4月18日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-30号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-30号

令和5年4月18日

江間忠ホームコンポーネント株式会社 東京都中央区晴海3丁目3番3号 代表取締役会長 伊藤 泰彦 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、加工、販売 嵐山工場、野田工場 角材、合板、集成材 平成30年4月18日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-31号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-31号

令和5年4月18日

江間忠ウッドベース株式会社  愛知県蒲郡市浜町 12 番 代表取締役会長 伊藤 泰彦 第二種 ① 木材加工・販売 蒲郡工場、羽島工場 角材、合板、集成材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-32号 令和5年4月18日

江間忠ウッドベース鹿島株式会社 茨城県鹿嶋市平井 2276 番地8 代表取締役会長 伊藤 泰彦 第二種 ① 木材加工・販売
江間忠ウッドベース鹿島株式会社 本社工場、
ロジスティック

角材、合板、集成材、単板積層
材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-33号 令和5年4月18日

江間忠ウッドベース姫路株式会社 兵庫県姫路市網干区浜田　1590 代表取締役会長 伊藤 泰彦 第二種 ① プレカット加工・販売 本社プレカット工場 角材、合板、集成材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-34号 令和5年4月18日

株式会社 EWBトーア 埼玉県朝霞市膝折町4-21-22 代表取締役社長 伊藤 泰彦 第二種 ① 住宅用木材のプレカット加工 美里工場 角材、合板、集成材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-35号 令和5年4月18日

江間忠ラムテック株式会社  栃木県那須塩原市下厚崎5番地391 代表取締役社長 伊藤 泰彦 第二種 ① 集成材製造・販売 本社集成材工場 ひき板、集成材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-36号 令和5年4月18日

江間忠ソレックス株式会社 茨城県鹿嶋市平井2276番地8 代表取締役会長 伊藤 泰彦 第二種 ① 木材流通業 埼玉営業所 角材、合板、集成材 平成30年4月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-37号 令和5年4月18日

朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4-5-10 代表取締役　海堀　哲也 第二種 ① 木質建材の製造・販売

本社、忠岡工場、忠岡第二工場、ＴＳ工場、岸
和田工場、東京支店、北海道出張所、東北営
業所、北関東営業所、東京西営業所、神奈川
営業所、
北陸営業所、名古屋営業所、広島営業所、四
国営業所、九州営業所

突き板、ひき板、合板、集成
材、フローリングﾞ 平成30年4月25日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-38号 令和5年4月25日

株式会社　若林木材 秋田県由利本荘市下大野14-1 代表取締役　若林　憲 第二種 ① 木材・建材・アルミサッシ・住宅資材販売 株式会社　若林木材
ひき板、角材、合板、単板積層
材、集成材、フローリング 平成30年5月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-39号 令和5年5月1日

Ｋ＆Ｋコヤマ株式会社 三重県四日市市末永町5-10 代表取締役　小山　晃市 第二種 ① 木材等の加工、販売 Ｋ＆Ｋコヤマ株式会社　本社工場
集成材
単板積層材 平成30年5月14日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-40号 令和5年5月14日

株式会社 角繁 秋田県秋田市中通二丁目1番22号 代表取締役　渡邊 光 第二種 ①、②
木材等の販売、プレカット加工及び販売、建築若しくは
建設

株式会社 角繁　本社、事業センター、男鹿営
業所、山形支店、仙台支店、宮城営業所、福
島支店、いわき営業所

丸太、ひき板、角材、単板、突
き板、合板、単板積層材、集成
材、直交集成材、フローリング、
木質系セメント板

平成30年5月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-41号 令和5年5月16日

アイプライ株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反232 代表取締役社長　鈴木　透 第二種 ① 合板及び各種建築材料の販売 アイプライ株式会社
合板
チップ 平成30年5月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-42号 令和5年5月16日

株式会社 茶甚 沖縄県那覇市天久1107番地 代表取締役　小山　幹太 第二種 ① 合板・単板・フローリング等の販売 株式会社茶甚　本社
合板、単板、突き板、フローリン
グ、木質セメント板 平成30年5月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-43号 令和5年5月17日

佐藤木材工業株式会社 北海道紋別市上渚滑町4丁目1番地 代表取締役　佐藤　教誘 第一種・第二種 ① 木材の製材・販売、木材チップの製造・販売
本社・製材工場、元紋別チップセンター、遠軽
営業所

丸太、ひき板、チップ 平成30年5月23日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-44号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-44号

令和5年5月23日

やまさ協同組合 北海道紋別市上渚滑町4丁目73番地 代表理事　佐藤　教誘 第二種 ① 集成材製造・販売 本社・集成材工場 ひき板、集成材 平成30年5月23日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-45号 令和5年5月23日

エー・ピー・フロアー株式会社 秋田県秋田市向浜一丁目1番5号 代表取締役 佐々木 圭市 第二種 ① フローリング製造並びに販売 第一工場、第二工場 合板、フローリング 平成30年6月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-46号 令和5年6月1日

株式会社 ダイウッド 三重県伊賀市西明寺２７８２－２３ 代表取締役　山村　文明 第二種 ① フローリングの製造・販売 株式会社　ダイウッド　上野工場 突き板、合板、フローリング 平成30年6月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-48号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 山西 愛知県名古屋市中区千代田２－１－１３ 代表取締役社長　西垣　洋一 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入、加工、販売及び住宅の建築等

名古屋店、西春店、津島店、豊田店、多治見
店、藤岡店、高山店、鈴鹿店、岐阜店、プレ
カット事業部弥富工場、プレカット事業部亀山
工場、
ホームコンポーネント事業部藤岡工場、パナソ
ニックリフォームクラブリファイントヨタ五ヶ丘株
式会社山西

角材、ひき板、合板、集成材 平成30年6月8日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-49号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-49号

セトウチ化工株式会社 岡山県岡山市南区郡3012番地 代表取締役　榎並　宏泰 第二種 ① フローリングの製造・販売 セトウチ化工株式会社　工場 合板、フローリング 平成30年6月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-50号

株式会社ダイフィット 鳥取県倉吉市和田776番地1 代表取締役 江村 賢 第二種 ① フローリングの製造・販売 株式会社ダイフィット　和田工場 合板、フローリング 平成30年6月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-51号

株式会社 ティ・エス・シー 千葉県木更津市潮浜2-6-4 代表取締役　和間　真一 第一種・第二種 ①
丸太の購入、木材・モールディング材の加工・販売、木
材の製材・集成材・家具の製造・加工・販売、フローリ
ング材の販売

管理部、フロント営業部、本社・コア・山梨工場
丸太、ひき板、集成材、フローリ
ング、椅子、机、棚、収納用什
器

平成30年6月21日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-52号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-52号

株式会社カリヤ 東京都文京区本郷1丁目25番5号 代表取締役社長　井上　篤博 第二種 ① フローリングその他木質建材の製造及び販売 株式会社カリヤ
ひき板、突き板、単板、合板、フ
ローリング 平成30年6月25日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-53号

日本製紙木材株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-6 代表取締役　羽山　邦彦 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・輸出・販売

札幌営業所、旭川営業所、函館営業所、盛岡
営業所、仙台営業所、酒田営業所、東京営業
所、いわき営業所、富士営業所、名古屋営業
所、伏木営業所、大阪営業所、徳島営業所、
岩国営業所、福岡営業所、八代営業所、営業
推進部、ボ－ド営業部、新規事業部

丸太、ひき板、角材、単板、突
き板、合板、単板積層材、集成
材、直交集成板、
木質ﾍﾟﾚｯﾄ、チップ、小片、フ
ローリング

平成30年7月6日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-54号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-54号

株式会社 トライウッド 大分県日田市上津江町川原2810番地の1 代表取締役 安心院剛 第一種・第二種 ① 製材品の製造・販売、集成加工品の製造・販売 株式会社トライ・ウッド製材工場、集成材工場
丸太、角材、ひき板、集成材、
直交集成板 平成30年7月23日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-55号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-55号

株式会社カンディハウス 北海道旭川市永山北2条6丁目 代表取締役社長　藤田　哲也 第一種・第二種 ① 木材輸入、木製家具製造・販売・輸出

購買本部、製造本部、本社営業国際事業本
部、旭川支店、道央支店、仙台支店、東京支
店、東京ショップ、東海支店、金沢支店、大阪
支店、福岡支店

丸太、ひき板、単板、合板、椅
子、机、テーブル、カウンター、
システム収納、小型の収納、
キャビネット、コートハンガー、
ベッドフレーム

平成30年7月23日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-56号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-56号

大建工業株式会社 富山県南砺市井波１番地１ 代表取締役　億田　正則 第二種 ① フローリングの仕入・販売、製造、半製品販売 内装材事業部　三重工場、三重工場河芸工場 突き板、合板、フローリング 平成30年8月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-57号

株式会社安成工務店 山口県下関市綾羅木新町3-7-1 代表取締役 安成 信次 第二種 ② 木造建築物の建設
下関支店、山口支店、宇部支店、周南支店、
北九州支店、福岡支店、プレカットセンター

角材、集成材、直交集成板 平成30年8月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-59号

株式会社大三商行 岡山県岡山市北区下中野708-111 代表取締役 石川 和重 第二種 ① 単板積層材、チップ及び小片の製造及び販売 サンテック事業部
丸太、単板積層材、チップ、小
片 平成30年8月21日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-60号

トリスミ集成材株式会社 奈良県五條市住川町１２９７ 代表取締役　村地　一洋 第一種・第二種 ① 木材の輸入、集成材の製造、販売、木材の加工 トリスミ集成材株式会社　生産部 ひき板、集成材 平成30年8月31日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-61号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-61号

株式会社メーベルトーコー 北海道旭川市永山北3条6丁目4番32号 代表取締役　野原　寛史 第二種 ① 木製家具製造 株式会社メーベルトーコー
ひき板、突き板、合板、椅子、
テーブル、システム収納、キャ
ビネット

平成30年9月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-62号

院庄林業株式会社 岡山県津山市二宮22番の1 代表取締役　武本 哲郎 第一種・第二種 ①
木材の製材・集成材の製造・プレカット加工・販売、
住宅用建材・住宅用構造物仕入れ・販売・輸出

久米工場、岡山工場、富士宮工場、プレカット
工場、建材センター、開発営業本部

丸太、ひき板、合板、集成材、
構造材、羽柄材、構造用合板、
間柱、フローリング

平成30年9月10日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-63号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-63号

株式会社汐見
大阪府大阪市浪速区元町一丁目１０番６号堤
ビル内

代表取締役　森下 哲志 第二種 ① 木材及び建築用材の販売 株式会社汐見　営業部
ひき板、角材、合板、単板積層
材、集成材 平成30年9月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-64号

東亜コルク株式会社 大阪府大東市新田中町５－１ 代表取締役　安田 昌弘 第二種 ① フローリングの販売 東亜コルク株式会社 フローリング 平成30年9月19日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-65号

株式会社マルホ 山口県岩国市飯田町1丁目3-37 代表取締役　堀川 功次郎 第一種・第二種 ① 丸太の輸入、木材等の加工、販売
営業部、第1工場、第2工場、第3工場、
第5工場、第6工場 丸太、角材 平成30年10月4日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-66号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-66号

山佐木材株式会社 鹿児島県肝属郡肝付町前田972番地 代表取締役　有馬 宏美 第一種・第二種 ①、② 製材・CLT・集成材 製造販売、大型木造建築設計施工
下住工場　製材部・CLT部・集成材部・建設
部、論地工場　CLT部

丸太、単板、ひき板、集成材、
直交集成板、チップ 平成30年10月15日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-67号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-67号

岡部興業株式会社 徳島県阿南市橘町中尾３２番地 代表取締役 岡部　巧 第二種 ① 合板の二次加工・販売・営業 岡部興業株式会社 突き板、合板、単板積層材 平成30年10月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-68号

株式会社 山大 宮城県石巻市潮見町2番地の3 代表取締役社長 髙橋 暢介 第二種 ①、②
製材、製材等のﾌﾟﾚｶｯﾄ及び販売、製材・合板・集成材
等販売、住宅の建築等

ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場、ｳｯﾄﾞﾐﾙ工場、ﾎｰﾑ事業部、住宅
資材事業部 本店・流通ｾﾝﾀｰ・仙台1課・仙台2
課

丸太、ひき板、角材、単板、合
板、集成材、単板積層材、直交
集成板、構造材、羽柄材、ﾌﾛｰ
ﾘﾝｸﾞ、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ﾁｯﾌﾟ

平成30年10月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-69号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

小原木材株式会社 愛知県岡崎市針崎町字蓮谷37番地 代表取締役　小原　淳 第二種 ①、②
木材の製材・販売、不燃・準不燃木材・防腐木材の製
造・販売、住宅・公共施設などの設計・建築 小原木材株式会社 木材＋部、 建築部 丸太、ひき板、構造材、羽柄材 平成30年10月29日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-70号

株式会社ノダ 東京都台東区浅草橋５丁目１３番６号 代表取締役社長　野田　励 第一種・第二種 ①、②

合板・集成材及び木質建材の輸入又は販売、合板・
チップ製造販売、フローリングの製造販売、住宅の建
築等

海外事業推進室、国産材活用事業部、富士川
事業所工場、建材製造本部、建材事業部

丸太、突き板、合板、集成材、
構造材、羽柄材、構造用合板、
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、ﾁｯﾌﾟ

平成30年11月1日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-71号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-71号

カリモク家具株式会社 愛知県刈谷市広小路三丁目１７番地 代表取締役社長　加藤　正俊 第一種・第二種 ①
家具部品輸入、木材輸入、単板輸入、木材仕入、家具
輸出・製造・卸

カリモク家具株式会社、総張工場,札幌営業所,
仙台営業所,新潟営業所、宇都宮営業所、水
戸営業所、埼玉北営業所、東京北営業所、東
京東営業所、多摩営業所、東京湾岸営業所、
東京南営業所、横浜営業所、静岡営業所、名
古屋営業所、名古屋中営業所、小牧営業所、
北陸営業所、大津営業所、西宮営業所、大阪
営業所、神戸営業所、広島営業所、岡山営業
所、四国営業所、北九州営業所、福岡営業
所、鹿児島営業所

ひき板,単板,角材,突き板,合板,
単板積層材,椅子,机,収納什器,
ﾍﾞｯﾄﾞﾌﾚｰﾑ,ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

平成30年11月7日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-72号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-72号

株式会社オリエント 群馬県沼田市恩田町376番地1 代表取締役社長　秋山 章 第二種 ① フローリングの製造・販売 株式会社オリエント　高山工場 合板、フローリング 平成30年11月15日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-73号

株式会社ユニウッドコーポレーション 兵庫県西宮市甲子園砂田町１番２４号 代表取締役　横尾 國治 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売
株式会社 ユニウッドコーポレーション 大阪支
店

角材、合板、集成材、単板積層
材、直交集成板 平成30年11月15日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-74号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-74号

株式会社KEY BOARD 東京都江東区新木場1-7-22 代表取締役　井垣 正光 第二種 ① 木材等の購入・販売 八潮営業所 合板、単板積層材、集成材 平成30年12月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-75号

石巻合板工業株式会社 宮城県石巻市潮見町4番地3 取締役社長　野田 四郎 第一種・第二種 ①
合板・単板積層材・単板の製造販売、輸入合板の販
売、フローリング（半製品）の製造販売

資材部、製造部、営業部、西浜工場
丸太、単板、合板、単板積層
材、フローリング 平成30年12月25日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-76号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-76号

稲畑産業株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目15番14号 代表取締役社長 稲畑 勝太郎 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入・販売、建築・建設
住環境本部（東京本社）、住環境本部（大阪本
社）

角材、合板、単板積層材、集成
材、机、木材ﾊﾟﾙﾌﾟ、チップ、ﾌ
ﾛｰﾘﾝｸﾞ、中間製品、構造材

平成30年12月27日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-77号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-77号

池内ベニヤ株式会社
北海道日高郡新ひだか町静内木場町１丁目1-
22

代表取締役社長　池内 一秀 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、木材製品製造・加工・販売
本部営業部、静内工場、札幌営業所、仙台営
業所、新潟出張所、東京営業所、大阪営業
所、名古屋営業所、福岡営業所、建材センター

丸太、ひき板、角材、単板、合
板、単板積層材、集成材 平成31年1月11日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-78号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-78号

名古屋建工株式会社 愛知県名古屋市昭和区花見通１－５－１０ 代表取締役社長　坂崎　学 第二種 ① 合板の販売及び二次加工 本社、岐阜工場 合板 平成31年1月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-79号

株式会社ウッディーコイケ
埼玉県秩父市下影森181番地

代表取締役　小池 文喜 第一種・第二種 ①、②
丸太の生産・購入・販売、木材製品製造・加工・販売、
集成材の製造・チップの製造・販売、プレカット加工・販
売、住宅の建築等

木材事業部、プレカット事業部 在来工場、プレ
カット事業部 金物・羽柄工場、請負工事事業
部

丸太、ひき板、合板、角材、集
成材、チップ、構造材、羽柄材 平成31年1月17日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-80号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-80号

株式会社鳥取CLT 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70 代表取締役　谷野　利宏 第一種・第二種 ① 直交集成板、集成材の製造・販売 本社工場
丸太、ひき板、集成材、直交集
成板 平成31年1月17日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-81号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-81号

フジ産業株式会社 大阪府和泉市伯太町3-3-16 代表取締役　加藤 道章 第一種・第二種 ① 木材の輸入・販売 フジ産業株式会社
ひき板、角材、合板、単板積層
材 平成31年1月23日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-82号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-82号

株式会社 オロチ 鳥取県日野郡日南町下石見1829-103 代表取締役　相見　晴久 第二種 ① 単板積層材の製造・販売 ＬＶＬ製造工場 丸太、単板、単板積層材 平成31年2月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-83号

金清木材株式会社 新潟県新潟市東区下木戸3-3-36 代表取締役 後藤 透 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・製材・販売 本社、東港営業所、松島工場 ひき板、角材 平成31年3月11日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-84号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-84号

江戸川ウッドテック株式会社 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-12 代表取締役 市川 大介 第二種 ① フローリングの製造・販売 小名浜工場 ひき板、角材、フローリング 平成31年3月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-85号

有限会社 浦山工業 愛知県一宮市新生１－３－１０ 代表取締役 浦山 卓也 第二種 ① 合板の二次加工及び販売
本社事務所、江南工場、江南梱包工場、稲島
工場

合板、集成材 平成31年3月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-86号
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2023年5月12日現在

〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 東京木材相互市場 東京都練馬区北町6-32-36 代表取締役社長　西村 信洋 第一種・第二種 ①
丸太の委託販売等、木材市場、製造、販売、半製品の
委託販売等

筑波銘木市場、プレカット製造課、吹上市場、
吹上事業部、筑波市場、柏センター、柏事業
部、小山住宅資材部

丸太、ひき板、角材、合板、集
成材、フローリング 平成31年3月14日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-87号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-87号

西垣林業株式会社 奈良県桜井市大字戒重１３７番地 代表取締役 西垣 雅史 第一種・第二種 ①、②
木材の市売等、製材及び木材加工、集成材等の製造・
販売等、、製品・家具部材販売、建築

桜井本社　市売部、桜井本社　国産材生産事
業部、名古屋本社　地域材活用事業部、豊田
工場

丸太、ひき板、角材、突き板、
集成材、合板、フローリング、中
間製品

平成31年3月18日
平成31年4月15日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-88号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-88号

松原産業株式会社 北海道夕張郡栗山町中央1丁目1番地１ 代表取締役 松原 正和 第一種・第二種 ①、②

丸太の製造、販売、木材チップ、おが粉(ペレット・パー
ティクルボード原料)の製造、フローリングの・仕入・製
造・販売・施工、合板の仕入・製造・販売、製材・フロー
リング・集成材・の仕入・販売、構造材・羽柄材・合板・
フローリング・サイジングボードを利用した建築、建設

木材部、木材部利活用工場、栗山工場、栗山
工場営業・施工部、継立工場、東京支店、大阪
営業所、仙台営業所、札幌営業所、栗山建材
部、建設部

丸太、ひき板、合板、単板積層
材、集成材、構造材、羽柄材、
構造用合板、フローリング、サ
イディングボード、小片

平成31年3月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-89号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-89号

吉富木材株式会社 山口県周南市大字櫛ヶ浜503番地の1 代表取締役 吉富 利夫 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 吉富木材株式会社 丸太、角材、合板 平成31年4月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-90号

島根合板株式会社 島根県浜田市治和町口895番地2 代表取締役　又賀 航一 第二種 ① 合板の製造、販売 浜田針葉樹工場、浜田針葉樹第二工場 丸太、単板、合板 平成31年4月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-91号

協同組合オホーツクウッドピア 北海道北見市留辺蘂町旭東11番地 代表理事　中根　幹成 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 協同組合オホーツクウッドピア ひき板、集成材、直交集成板 平成31年4月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-92号

藤寿産業株式会社 福島県郡山市田村町金屋字上川原286-12 代表取締役　西村　義一 第二種 ①、② 集成材の製造・加工・販売、木造建築の施工 藤寿産業株式会社 丸太、ひき板、集成材 平成31年4月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-93号

有限会社 二和木材 岩手県滝沢市後268番地56 代表取締役　小笠原 清貴 第一種・第二種 ①
木材等の購入、木材等の製造、販売、チップ製造・販
売

滝沢工場、矢巾工場
丸太、ひき板、角材、フローリン
グ、チップ 平成31年4月15日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-94号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-94号

株式会社 ＦＬＴ JAPAN 三重県伊賀市治田5388番地1 代表取締役　待鳥　匠 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、加工、販売 株式会社 ＦＬＴ JAPAN
合板、構造用集成材、構造材、
羽柄材、梁、柱 平成31年4月22日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-95号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-95号

守屋木材株式会社 宮城県仙台市宮城野区原町6丁目1-16 代表取締役　守屋 長光 第一種・第二種 ① 木材製品製造・加工・販売 本社営業部、大衡工場、丸森工場
丸太、角材、合板、集成材、木
質ペレット、チップ、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、
家具用中間製品

平成31年4月23日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-96号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-96号

株式会社 松本材木店 埼玉県熊谷市石原804番地5 代表取締役 松本 泰典 第二種 ①、② 木材等の販売、建設・建築 本社、住宅・建築事業部 構造材、造作材、羽柄材 平成31年4月23日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-97号

岸田木材株式会社 富山県氷見市十二町万尾前247-1 代表取締役 岸田 毅 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、建築 本社、営業所、建築
丸太、ひき板、角材、構造材、
造作材、羽柄材、チップ 平成31年4月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-98号

村地綜合木材株式会社 滋賀県蒲生郡竜王町綾戸328番地の3 代表取締役 村地 一洋 第一種・第二種 ①、② 木材の輸入・販売・建築 購買部、営業部、建築部
ひき板、角材、単板、合板、単
板積層材、集成材、フローリン
グ

平成31年4月25日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-99号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-99号

セブン工業株式会社 岐阜県美濃加茂市牧野１００６番地 代表取締役社長 木下 浩一 第二種 ① 合板の加工 美濃加茂工場 構造用合板 令和元年5月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-100号

株式会社 奥羽木工所 宮城県仙台市宮城野区原町6丁目1‐16 代表取締役 守屋 長光 第二種 ①、② 家具の製造、販売、建築 本社、仙台港工場 棚、収納用什器 令和元年5月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-101号

丸松木材株式会社 滋賀県彦根市古沢町646 代表取締役 松田 充弘 第二種 ① 木材等の購入・販売 丸松木材株式会社
構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板 令和元年5月10日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-102号

株式会社 横山建設 群馬県安中市板鼻249-1 代表取締役 横山 茂 第二種 ② 建設・建築 本社 構造材、造作材、羽柄材

令和4年3月31日
(抹消)

＊登録抹消申請による
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-103号

金子建設株式会社 群馬県沼田市利根町老神617 代表取締役 金子 文彦 第二種 ② 建設・建築 金子建設株式会社
構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、梁、
柱、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

令和元年5月10日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-104号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 原木工所 岡山県倉敷市児島味野4051-17 代表取締役社長 原 英晃 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 味野事業所

ひき板、角材、突き板、合板、
集成材、直交集成板、構造材、
造作材、羽柄材、構造用合板、
構造用集成材、梁、柱、ﾌﾛｰﾘﾝ
ｸﾞ、木質系ｾﾒﾝﾄ板、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
ﾎﾞｰﾄﾞ

令和元年5月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-105号

株式会社 和 奈良県葛城市當麻367-2 代表取締役 松葉 勇 第二種 ①、② 家具の製造、販売、建設・建築 株式会社　和、753FURNITURE

ひき板、合板、直交集成板、構
造材、羽柄材、造作材、フロー
リング、カウンター、テーブル、
棚、椅子

令和元年5月14日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-106号

株式会社 出雲木材市場 島根県出雲市上塩冶町890-1 代表取締役 三吉 庸善 第一種・第二種 ①、②
木材等の販売、購入・加工・販売、建築・建設、家具の
製造、販売

木材部、製造部、住宅建設事業部

丸太、ひき板、角材、単板、単
板積層材、集成材、直交集成
板、構造材、造作材、羽柄材、
構造用合板、構造用集成材、
梁、柱、フローリング、ひき板
（ウッドデッキ、壁材、塀材）、椅
子、机、テーブル、カウンター、
台、棚

令和元年5月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-107号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-107号

株式会社 近江ボード 滋賀県彦根市南川瀬町321番地2 代表取締役社長 北川 剛 第二種 ① 合板の販売及び二次加工・販売 株式会社近江ボード 合板 令和元年5月20日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-108号

株式会社 いっこう 群馬県沼田市薄根町３４５７-９ 代表取締役 平田 光一 第二種 ①、② 木材建材販売、建設業 本社工場 構造材、合板、集成材 令和元年5月21日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-109号

京北プレカット株式会社 京都府京都市右京区京北鳥居町昇尾8-2 代表取締役社長 安藝 敏也 第一種・第二種 ①
木材等の輸入、木材等の購入、製造、加工、出荷、輸
出、販売

京北プレカット株式会社

丸太、構造用集成材、角材、合
板、単板積層材、集成材、直交
集成板、構造材、造作材、羽柄
材、構造用合板、梁、柱

令和元年5月21日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-110号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-110号

秋田プライウッド株式会社 秋田県秋田市川尻町大川反232 代表取締役社長 井上 篤博 第一種・第二種 ① 丸太受入、合板の製造販売
資材部、向浜第一工場、向浜第二工場、男鹿
工場

丸太、単板、合板 令和元年5月22日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-111号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-111号

株式会社 中東 石川県能美市岩内町ヤ1番地9 代表取締役社長 小坂 勇治 第二種 ①、② 木材の購入、木材の加工・製造・販売、建設・建築 集成材事業部、本社工場、建設部
丸太、ひき板、構造用集成材、
直交集成板 令和元年5月22日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-112号

株式会社 日本木材 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東二丁157-11 代表取締役社長 溝口 正 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 輸入、販売部
ひき板、角材、合板、集成材、
フローリング、ひき板（ウッド
デッキ）

令和元年5月24日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-113号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-113号

エコーウッド富山株式会社 富山県小矢部市内御堂157番地 代表取締役 米澤 尚美 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入、加工及び建設、防腐処理 浅地工場、内御堂工場 丸太、ひき板、角材 令和元年5月27日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-114号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-114号

角田工業株式会社 愛知県一宮市明知字南茱之木10-2 代表取締役 角田 猛 第二種 ① 合板の二次加工・販売 角田工業株式会社 合板 令和元年5月27日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-115号

チューモク株式会社 富山県南砺市田中793 代表取締役社長 西村 元秀 第一種・第二種 ①、②
丸太の委託販売、木材等の輸入、木材等・チップの製
造、加工、販売、建設・建築

木材製品部、外材部、チップセンター、山林建
設工事部、プレカット事業部、建築事業部

丸太、ひき板、構造用合板、構
造用集成材、構造材、造作材、
チップ

令和元年5月30日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-116号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-116号

アルプス株式会社 東京都新宿区早稲田南町33-3 代表取締役 重田 龍一 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、加工、製造、販売
本社、埼玉工場、静岡工場、北関東営業所、
千葉営業所

合板 令和元年5月31日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-117号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-117号

株式会社 ホーム建材店 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-7-5 代表取締役 木村 良将 第一種・第二種 ①、②
木材等の購入、製造、加工、出荷、販売、チップ製造・
販売、、建設・建築

本社、鈴寛工場、鶯沢工場、石巻営業所、山
形営業所

丸太、ひき板、角材、合板、集
成材、構造用合板、構造用集
成材、チップ、構造材、造作
材、羽柄材

令和元年5月31日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-118号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-118号

株式会社 森のめぐみ工房 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-7-5 代表取締役 柿沼 博久 第二種 ② 建設・建築 本社
構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材 令和元年5月31日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-119号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

ダイセン産業株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号 代表取締役 淡路 満 第一種・第二種 ① 木材の輸入、販売 ダイセン産業株式会社 合板、単板積層材、製材 令和元年6月3日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-120号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-120号

野地木材工業株式会社 三重県熊野市井戸町4185-18 代表取締役 野地 洋正 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、塗装、在庫管理、出荷、建築
本社工場　製材部門、加工部門、　営業部門、
飛鳥工場、配送センター

丸太、ひき板、構造材、造作
材、羽柄材、フローリング 令和元年6月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-121号

有限会社 丸宝 埼玉県新座市野火止6-19-3 代表取締役 坂東 啓隆 第二種 ①、② 木材等の加工、出荷、建設・建築 有限会社 丸宝

合板、構造用合板、集成材、構
造用集成材、構造材、造作材、
羽柄材、フローリング、カウン
ター

令和元年6月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-122号

平方木材株式会社 群馬県前橋市住吉町二丁目8番27号 代表取締役 平方 宏 第二種 ①、② 木材等の販売、プレカット加工及び販売、、建設・建築 生産開発本部、営業本部

ひき板、合板、集成材、構造用
合板、構造用集成材、直交集
成板、構造材、造作材、羽柄
材、梁、柱、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

令和元年6月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-123号

株式会社 寺島製材所 群馬県渋川市渋川2063-21 代表取締役社長 寺島 順一 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、建設・建築 株式会社 寺島製材所
ひき板、角材、構造材、羽柄
材、構造用合板、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 令和元年6月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-124号

株式会社 榎本林業 和歌山県紀の川市下鞆渕1947番地 代表取締役 榎本 大志郎 第一種・第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、建設・建築 製材部、建設部
丸太、角材、ひき板、構造材、
造作材、羽柄材 令和元年6月4日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-125号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-125号

港製器工業株式会社 大阪府高槻市唐崎中3-20-7 代表取締役 岡室 昇志 第二種 ①、② 木材等の販売、建設・建築 営業部、東日本営業所 ひき板、角材 令和元年6月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-126号

株式会社 黒松製材建設 鹿児島県鹿屋市田淵町151番地 代表取締役 黒松 正大 第二種 ①、② 木材等の購入、製造、加工、販売、建設・建築 本社工場
丸太、ひき板、角材、構造材、
造作材、羽柄材、フローリング、
椅子、机、テーブル、カウンター

令和元年6月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-127号

株式会社 クリエイト礼文 山形県山形市南原町2丁目7-39 代表取締役CEO 大場 友和 第二種 ①、② 木材等の加工、出荷、建設・建築 上山工場、ユニテFC本部
ひき板、単板積層材、構造用合
板、構造用集成材、構造材 令和元年6月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-130号

株式会社 リンザイ 岩手県久慈市大川目町第3地割31番地1 代表取締役 岡野 友保 第二種 ① 木材等の購入、単板の製造・出荷 本社工場 角材、突き板 令和元年6月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-131号

有限会社 マルヒ製材 岩手県久慈市夏井町大崎15-1-1 代表取締役 日當 粕太郎 第一種・第二種 ①
丸太購入・販売、木材等の製材、加工、販売、中間製
品（家具の「中間材」）の製造、販売、フローリングの製
造・販売、プレカット材の販売

製材工場

丸太、ひき板、角材、合板、集
成材、構造用合板、構造用集
成材、構造用製材、羽柄材、中
間製品、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（単層フローリ
ング）、チップ

令和元年6月11日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-132号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-132号

株式会社 東京工営
東京都文京区関口1-24-8
東宝江戸川橋ビル9階

代表取締役 下元 宗郎 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 営業部業務課 ひき板、フローリング 令和元年6月11日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-133号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-133号

株式会社 葉屋六商店 大阪府枚方市堤町10番32号 代表取締役 山本 宏 第二種 ① 木材等の製造、販売 本社、岸和田営業所
丸太、ひき板、角材、合板、単
板積層材、集成材、フローリン
グ

令和元年6月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-134号

中本造林株式会社 広島県廿日市市栗栖508番地 代表取締役 中本 雅生 第一種・第二種 ①
木材等の輸入、木材等の製材、生産、販売、チップ製
造・販売

本社工場　製造部、友田工場　製造部、営業
部、特販部

丸太、ひき板、集成材、チップ、
フローリング、造作材 令和元年6月12日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-135号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-135号

株式会社 斉藤林業 群馬県沼田市発知新田町759-1 代表取締役 齋藤 英之 第二種 ①、② 木材等の加工、出荷、建設・建築、家具の製造、出荷
本社工場製材部、本社工場家具部、第一工
場、住宅・建築事業部

造作材、構造材、テーブル 令和元年6月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-136号

株式会社 志田材木店 新潟県長岡市新組町2327番地 代表取締役 志田 喜弘 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、輸出、販売、建設、建築 本社

丸太、ひき板、合板、、ひき板、
構造用合板、構造用集成材、
直交集成板、フローリング、中
間製品（家具の中間材）

令和元年6月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-137号

株式会社 竹内工務店 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-7 代表取締役 竹内 明 第二種 ①、② 木材等の販売、建設・建築 株式会社 竹内工務店 角材、合板、造作材、構造材 令和元年6月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-138号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 山形城南木材市場 山形県山形市表蔵王60番地の1 代表取締役社長 安部 雄祐 第一種・第二種 ①、②
丸太の委託販売、木材等の購入・販売、加工、出荷、
建設・建築

木材事業部、住設事業部、上山加工工場
丸太、ひき板、集成材、構造
材、構造用合板、構造用集成
材、造作材、羽柄材、内装材

令和元年6月18日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-139号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-139号

三又建設株式会社 秋田県横手市山内三又字落合１０番地１ 代表取締役 下タ村 正樹 第一種・第二種 ① 丸太の購入、木材等の製造、販売 三又建設(株)製材工場 丸太、製材 令和元年6月18日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-140号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-140号

久保産業株式会社 宮崎県都城市五十町1388番地 代表取締役 久保 光一郎 第二種 ① 木材等の購入、製造、加工、販売 久保産業株式会社
丸太、合板、柱、構造材、造作
材、羽柄材 令和元年6月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-141号

株式会社 木匠 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３丁目６－２７ 代表取締役 飴村 仁志 第二種 ①、②
木材等の購入・販売、木材等の加工、販売、建設・建
築

建材販売部、建設・造園工事部
角材、合板、構造用集成材、造
作材 令和元年6月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-142号

株式会社 堺貿易 徳島県徳島市津田海岸町２番 代表取締役社長 堺 重之 第一種・第二種 ①、② 木材の輸入・販売、建設・建築 営業本部、工事部 製材、ひき板 令和元年6月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-143号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-143号

株式会社 長 谷 萬 東京都江東区富岡2-11-6 代表取締役 長谷川 泰冶 第二種 ② 建設・建築 ｶｽﾀﾑﾎｰﾑｽﾞ事業本部

構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、梁、
柱、ひき板、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
（複合フローリング）、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
（単層フローリング）、木質系ｾﾒ
ﾝﾄ板、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

令和元年6月21日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-144号

株式会社 谷本建設 香川県坂出市加茂町甲456番地4 代表取締役 谷本 利成 第二種 ② 建設・建築 株式会社 谷本建設
構造用合板、構造用集成材、
梁、柱、角材、羽柄材 令和元年6月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-145号

東洋テックス株式会社 香川県高松市勅使町258番地1 代表取締役社長 小槌 和志 第一種・第二種 ①
木材等の輸入・販売、フローリングの製造、販売、コン
クリート型枠用合板の販売

本社営業部、多度津工場　海外購買部、多度
津工場　製造部

合板、フローリング 令和元年6月24日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-146号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-146号

株式会社 タイセイ
京都府綴喜郡井手町大字井手小字野畑１９番
地

代表取締役 尾﨑 友紀 第二種 ② 建設・建築 本社
構造用合板、構造用集成材、
梁、柱、構造材、造作材、羽柄
材

令和元年6月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-147号

有限会社 中昇木材 千葉県浦安市富士見3-15-3 代表取締役 中村 秀臣 第一種・第二種 ① 木材等の製造、加工、輸入・販売 ㈲中昇木材　新木場(営) ひき板 令和元年6月26日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-148号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-148号

有限会社 青木製材所 群馬県前橋市田口町６１４ 代表取締役 青木 雅直 第二種 ①、② 木材等の製造、販売、建設・建築 本社工場

丸太、ひき板、角材、合板、集
成材、直交集成板、構造用合
板、構造用集成材、構造材、造
作材、羽柄材

令和元年7月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-150号

株式会社 ハルキ 北海道茅部郡森町字姫川１１番地の１３ 代表取締役 春木 真一 第二種 ① 木材等の販売、木材等の製造、出荷 株式会社ハルキ、函館営業所、八雲工場
ひき板、角材、合板、単板積層
材、集成材、構造材、羽柄材、
造作材、梁、柱

令和元年7月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-151号

株式会社 東海木材相互市場 愛知県名古屋市熱田区花表町21番1号 代表取締役  鈴木 和雄 第一種・第二種 ① 丸太の委託販売、木材等の加工、木材等の購入・販売
大口市場、サテライト美並、サテライト名倉、西
部市場

丸太、ひき板、構造材、フローリ
ング

令和4年6月7日
(抹消)

＊登録抹消申請による

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-152号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-152号

富士岡山運搬機株式会社 岡山県津山市津山口１１１－１ 代表取締役社長 小原 茂揮 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 建材事業部 ひき板 令和元年7月2日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-153号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-153号

株式会社 三波化粧合板 大阪府松原市阿保2丁目308-1 代表取締役 濱中 一仁 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 本社工場 合板 令和元年7月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-154号

アルプスカラー株式会社 神奈川県平塚市大神2596-6 代表取締役 重田 龍一 第二種 ① 木材等の販売 神奈川営業所、静岡営業所 合板 令和元年7月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-155号

株式会社 森建築 宮崎県宮崎市大字浮田922番地3 代表取締役 森 宜教 第二種 ② 建設・建築 本社
構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、梁、柱 令和元年7月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-156号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 リメックス 静岡県静岡市駿河区八幡三丁目21番1号 代表取締役社長 平岡 伸浩 第二種 ② 建設・建築 本社 ひき板 令和元年7月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-157号

加賀木材株式会社 石川県金沢市湊２丁目２１ 代表取締役社長 増江 誠一 第二種 ① 木材等の販売、木材等の製造、加工、出荷
本社、東京営業所、大阪営業所、のと里山工
場

丸太、角材、合板、集成材、構
造用集成材、構造材、造作材、
羽柄材

令和元年7月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-158号

ウッドスタイルクオリティー株式会社 石川県金沢市湊２丁目２１ 代表取締役社長 増江 誠一 第二種 ② 建設・建築 本社
集成材、構造用合板、構造用
集成材、構造材、造作材、羽柄
材

令和元年7月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-159号

上田産業株式会社 滋賀県野洲市永原1093番地 代表取締役 上田 崇司 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建設・建築 本社工場 構造材、造作材 令和元年7月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-160号

株式会社 藤田木材 京都府京都市伏見区日野慈悲町2番地の2 代表取締役  藤田  剛士 第二種 ①、② 木材等の販売、製造、出荷、建設・建築 本社、製材工場、笠取作業所
ひき板、構造材、造作材、羽柄
材、製材、フローリング 令和元年7月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-161号

美濃清商工株式会社 京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町35番地 代表取締役社長 若山 清史 第二種 ① 木材等の販売 美濃清商工株式会社
構造用合板、構造用集成材、
構造材、羽柄材 令和元年7月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-162号

須山木材株式会社 島根県出雲市白枝町139番地 代表取締役 須山 政樹 第一種・第二種 ① 木材等の購入・販売、製造、プレカット加工及び販売 本社、木材センター、プレカット事業部
丸太、構造材、羽柄材、構造用
合板、構造用集成材 令和元年7月10日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-163号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-163号

尾﨑林産工業株式会社 京都府綴喜郡井手町大字井手小字野畑１９ 代表取締役 尾﨑 友紀 第一種・第二種 ① 木材等の購入・販売、プレカット材の販売 本社
丸太、ひき板、角材、構造材、
羽柄材、造作材、チップ 令和元年7月10日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-164号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-164号

十津川村森林組合 奈良県吉野郡十津川村折立６３１番地の１ 代表理事組合長 榊本 正文 第一種 ① 木材等の製造・出荷 木材加工課 丸太、構造材、羽柄材 令和元年7月10日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-165号

株式会社 松井製材所 富山県南砺市福光１５２２ 代表取締役 松井 良充 第二種 ①、②
木材等の製造・出荷・加工・販売・フローリングの製造・
販売・建設・建築

本社、蔵原工場
丸太、ひき板、角材、構造材、
造作材、羽柄材、フローリング 令和元年7月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-166号

富山県西部森林組合 富山県南砺市荒木1230番地 代表理事組合長 森松 亮 第一種 ① 丸太の購入・販売 砺波支所、高岡支所、氷見支所 丸太 令和元年7月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-167号

株式会社 八興 滋賀県近江八幡市上田町175 代表取締役社長 野瀬 正樹 第二種 ① 木材等の販売 木材販売課
合板、単板積層材、集成材、直
交集成板 令和元年7月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-168号

都築木材株式会社 長野県伊那市日影３３６ 代表取締役社長 都築 寛明 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入・販売、製造、出荷、建設・建築
本社、東東京支店、西東京支店、住宅部材工
場、プレカット工場、駒ヶ根営業所

丸太、ひき板、合板、集成材、
単板積層材、直交集成板、構
造用合板、構造用集成材、構
造材、造作材、羽柄材

令和元年7月12日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-169号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-169号

株式会社 キシル 静岡県浜松市中区佐鳴台5-30-21 代表取締役 渥美 慎太郎 第一種・第二種 ① 木材等の加工・製造・出荷 東工場、南工場、木曜日店舗
丸太、ひき板、集成材、机、椅
子、棚、収納用什器、コートハ
ンガー、ベッドフレーム

令和元年7月17日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-170号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-170号

株式会社 大阪木材相互市場 大阪府大阪市港区福崎1丁目2番1号 代表取締役 花尻 忠夫 第二種 ① 木材製品の卸売り 事務所、木材置場
ひき板、角材、合板、単板積層
材、集成材 令和元年7月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-171号

ANA-LOG 徳島県阿南市才見町三本松29-5 新居 隆治 第二種 ①、② 建設・建築、家具の製造、販売 ANA-LOG

丸太、ひき板、角材、単板、突
き板、合板、集成材、構造材、
造作材、羽柄材、構造用合板、
梁、柱、椅子、机、テーブル、カ
ウンター、台、棚

令和元年7月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-172号

株式会社 平川木材工業 福岡県うきは市浮羽町朝田572 代表取締役 平川 和彦 第二種 ① 木材等の購入、製造、出荷、販売 本社、第１工場、第２工場
ひき板、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（単層ﾌﾛｰﾘﾝ
ｸﾞ） 令和元年7月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-173号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 ワラビー 神奈川県藤沢市羽鳥4丁目9番32号 代表取締役 中村 愼二 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 株式会社 ワラビー 丸太、集成材 令和元年7月22日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-174号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-174号

木川木材株式会社 新潟県新潟市南区上下諏訪木735番地 代表取締役社長 塚田 美智男 第二種 ①、② 木材等の製材・購入・販売・建築・建設 白根本社、製材萱場工場
丸太、ひき板、角材、合板、集
成材 令和元年7月22日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-175号

株式会社 クトクコーポレーション 大阪府大阪市浪速区幸町2-5-3 代表取締役社長 村石 建治 第一種・第二種 ①
木材、家具、木質建材及び中間品の輸入業務、販売
業務

木材製品部

合板、単板積層材、集成材、。
テーブル、椅子、棚板、単層フ
ローリング、複合フローリング、
造作材、ひき板

令和元年7月24日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-176号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-176号

株式会社 リンケン 山口県山口市陶1166番地 代表取締役社長 岩城 俊哉 第一種・第二種 ①、②
木材等の製造、加工、販売、フローリングの製造・販
売、建設・建築

本社工場
丸太、ひき板、集成材、構造用
集成材、直交集成材、構造材、
造作材、羽柄材、フローリング

令和元年8月1日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-178号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-178号

株式会社 北桑木材センター 京都府京都市右京区京北下弓削町井下８ 代表取締役社長 田渕 保 第一種 ① 木材等の販売 本社 丸太 令和元年8月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-179号

株式会社 かつら木材商店
和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見3719番地の
5

代表取締役 桂 榮生 第二種 ① 木材等の製造、販売 株式会社 かつら木材商店 角材、ひき板 令和元年8月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-180号

新秋木工業株式会社 東京都文京区本郷1丁目25番5号 代表取締役社長 佐々木 健次郎 第二種 ① 丸太の購入、単板の購入、合板の製造・出荷 秋田工場 丸太、単板、合板 令和元年8月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-181号

後藤木材株式会社 岐阜県岐阜市大倉町12番地 代表取締役 後藤 栄一郎 第二種 ①、② 木材等の製造、販売、建設、建築 床・内外装工事部、マイウッド圧密事業部
ひき板、角材、合板、集成材、
直交集成板、フローリング 令和元年8月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-182号

株式会社 よつばフォレスト 北海道稚内市大字声問村字曲淵5479番地1 代表取締役 八幡 篤司 第一種 ① 木材等の販売 本社事務所 丸太 令和元年8月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-183号

株式会社 マルナカ 三重県松阪市嬉野津屋城町168番地 代表取締役 山本 洋 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売、フローリングの製造・販売 株式会社マルナカ
丸太、ひき板、角材、フローリン
グ 令和元年8月28日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-184号

株式会社 柴田産業 岩手県二戸郡一戸町鳥越字上野平17 代表取締役 柴田 慶二 第一種 ①
木材等の購入、木材等の製造、加工、販売、チップ製
造・販売

株式会社 柴田産業 山林部門、製材工場、
チップ工場

丸太、構造材、チップ 令和元年9月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-185号

有限会社 原建設 広島県呉市広中迫町1-6 代表取締役 原 正 第二種 ② 建設・建築 有限会社 原建設

ひき板（木製塀）、造作材、羽柄
材、構造材、構造用合板、フ
ローリング、小片、造作材、羽
柄材、机、テーブル

令和元年9月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-186号

株式会社 明昇進開発 愛知県高浜市沢渡町４丁目１番地１５ 代表取締役 伴 典親 第二種 ①、② 木材等の販売、建設・建築、チップ販売、家具の販売 本社

丸太、ひき板、角材、単板、突
き板、合板、単板積層材、集成
材、直交集成板、木質ペレッ
ト、チップ、小片、構造材、構造
用合板、構造用集成材、梁、
柱、椅子、机、テーブル、カウン
ター、台、棚、収納用什器、シ
ステム収納、玄関収納、クロー
ゼット内、収納ユニット、ロッ
カー、小型の収納、ワゴン、
キャビネット、戸棚、タンス、ﾛｰ
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、傘立て、掲示板、黒
板、ホワイトボード、ベッドフ
レーム、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、木質系ｾﾒﾝﾄ
板、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

令和元年9月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-187号

株式会社 奥建設 北海道夕張郡長沼町東1線北15番地 代表取締役社長　奥　博 第二種 ② 建設・建築 本社

集成材、構造材、造作材、羽柄
材、構造用合板、構造用集成
材、梁、柱、システム収納、玄
関収納、クローゼット内部収納
ユニット、フローリング（複合フ
ローリング）

令和元年9月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-188号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

有限会社 コバヤシ 群馬県安中市中秋間1530-1 代表取締役社長 小林 和秋 第二種 ② 建設・建築 有限会社 コバヤシ
ひき板、合板、構造用合板、構
造用集成材、梁、柱、構造材、
造作材

令和4年10月7日
(抹消)

＊登録抹消申請による
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-189号

株式会社 サイプレス・スナダヤ 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１１７１番地１ 代表取締役 砂田 和之 第一種・第二種 ① 木材等の購入、木材等の製造、販売 本社工場、東予インダストリアルパーク工場
丸太、ひき板、角材、集成材、
直交集成板、構造材、構造用
集成材、柱、チップ

令和元年9月30日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-190号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-190号

株式会社 沼澤工務店 山形県新庄市十日町6397-17 代表取締役 沼澤 貞義 第二種 ①、② 木材等の加工、建設・建築 株式会社 沼澤工務店
構造材、造作材、羽柄材、構造
用集成材、柱、フローリング 令和元年10月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-191号

オオカワSEIZAI株式会社 愛知県豊橋市神野新田町字ヨノ割52-1 代表取締役 大河 徳晃 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、出荷、建設・建築 本社
構造材、造作材、羽柄材、集成
材 令和元年10月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-192号

株式会社 スガノ 広島県広島市南区大州一丁目9番22号 代表取締役 三原　聖史 第二種 ①、② 木材等の製造、販売、建設・建築 営業部、東部プレカット工場 角材、構造材 令和元年10月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-193号

株式会社 栗田商店 兵庫県丹波市氷上町石生２６３ 代表取締役 栗田 隆夫 第二種 ① 木材等の製造、出荷 本社工場 集成材 令和元年10月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-194号

株式会社 龍建設 高知県高知市高見町192番地２２ 代表取締役 髙松 直徳 第二種 ② 建設・建築 住宅・建築事業部 直交集成板 令和元年11月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-195号

株式会社 ウッティかわい 岩手県宮古市川井第6地割35番地 代表取締役 澤田 令 第一種・第二種 ①、③ 製材及び集成材の製造、販売、木質バイオマス発電 本社工場、蟹岡工場、区界発電所 丸太、ひき板、集成材、チップ 令和元年11月13日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-196号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-196号

宇敷木材工業株式会社 群馬県沼田市清水町4308番地 代表取締役 宇敷 慶一郎 第一種・第二種 ①
木材等の購入、販売、チップ製造・販売、プレカット加
工及び販売、家具の販売

本社工場、本社営業部、玉村営業所、高崎営
業所、プレカット工場

丸太、ひき板、角材、チップ、合
板、単板積層材、集成材、直交
集成材、構造材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、テーブ
ル、カウンター、台

令和元年12月3日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-197号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-197号

株式会社 北洲 岩手県北上市北鬼柳23-61-1 代表取締役社長 村上 ひろみ 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入、建材・工事販売、木材等の製造・出荷

購買部、建設・資材事業部　盛岡支店、建設・
資材事業部　県南支店、建設・資材事業部　仙
台支店、建設・資材事業部　生産部　躯体工
場、ハウジング事業部　生産部　岩手工場、ハ
ウジング事業部　生産部　仙台工場

ひき板、角材、合板、集成材、
フローリング 令和元年12月23日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-198号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-198号

株式会社 テーオーフローリング 東京都練馬区高野台2-26-5 代表取締役 荻原 正康 第一種・第二種 ①、②
木材等の輸入、フローリングの販売・施工、木材等の
購入

㈱ﾃｰｵｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ夕張工場、　札幌支店、仙台
支店青森営業所、仙台支店、東京支店、埼玉
支店、名古屋営業所、大阪支店、大阪支店九
州営業所

ひき板、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（複合・単層フ
ローリング） 令和元年12月25日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-199号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-199号

株式会社 吉銘 奈良県吉野郡下市町新住1118 代表取締役社長 貝本 隆三 第二種 ①
木材等の製造、加工、販売、木質ペレット等の製造、販
売、プレカット加工及び販売

新住工場、田原本工場、五條工場、特販部、
札幌支店、福岡営業所、直販部

ひき板、集成材、単板積層材、
木質ペレット 令和2年1月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-200号

株式会社 林田順平商店 大阪府堺市美原区木材通4-6-13 代表取締役 林田 元宏 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 美原営業所、東京営業所
ひき板、集成材、構造用合板、
造作材、羽柄材 令和2年1月29日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-201号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-201号

株式会社 中山源太郎商店 徳島県徳島市津田海岸町2-8 代表取締役 中山 都雄 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 保存木材事業部 構造材 令和2年2月7日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-202号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-202号

堀正製材・建設 宮崎県北諸県郡三股町宮村２９３０－６ 堀内 義美 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建設・建築 堀正製材・建設
ひき板、角材、チップ、小片、構
造材 令和2年2月25日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-203号

株式会社 田中材木店 熊本県熊本市中央区琴平2丁目4番10号 代表取締役副社長 田中 信敏 第二種 ①、②
木材等の販売、プレカット、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ・壁板等の製造、
建築

営業部、プレカット事業部、中央木材部
ひき板、単板積層材、構造材、
造作材、羽柄材、構造用合板、
構造集成材、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

令和2年2月28日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-204号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

建壱 岐阜県恵那市大井町1284-2-202 洞田 康弘 第一種・第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、建設・建築 建壱 丸太、構造材 令和2年3月5日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-205号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-205号

株式会社 岸田 富山県氷見市十二町万尾前247-1 代表取締役 岸田 毅 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 本社、営業所
丸太、ひき板、角材、構造材、
造作材、羽柄材、チップ 令和2年3月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-206号

有限会社 川井林業 岩手県宮古市川井第2地割2番地 代表取締役 澤田 令 第二種 ① 木材の購入、販売、木材の加工・販売 本社工場、雫石工場
丸太、ひき板、集成材、チップ、
造作材 令和2年3月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-207号

竹広林業株式会社 神奈川県小田原市寿町3-1-39 代表取締役社長 高木 大輔 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入・製造・出荷・販売、建設・建築 資材部（製材含む）、建設部

丸太、ひき板、合板、単板積層
材、集成材、直交集成板、構造
材、造作材、羽柄材、構造用合
板、構造用集成材、梁、柱

令和2年3月31日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-208号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-208号

株式会社 オノダ 岩手県奥州市水沢真城字北舘17番地 代表取締役　土肥 まき子 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入・販売、木材等の製造・出荷、建設・建築 本社工場、住宅事業部
丸太、ひき板、角材、合板、構
造材、羽柄材、柱、梁、ﾁｯﾌﾟ 令和2年4月3日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-209号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-209号

有限会社 アフコジャパン
大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目2番18
号

代表取締役 藤井 新司 第二種 ① 木材等の購入・販売、木材等の製造、加工、出荷 本社、南加賀屋工場
突き板、単板、合板、集成材、
構造材、カウンター 令和2年4月15日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-210号

有限会社 テクスター 兵庫県姫路市山田町多田３０６ 代表取締役社長 黒田 大五 第二種 ② 建設・建築 工事部 合板、構造材、造作材 令和2年4月15日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-211号

なかむら建設株式会社 三重県伊勢市中須町609番地 代表取締役社長 中村 伸二 第二種 ② 建設・建築 本部
ひき板、集成材、直交集成板、
構造用合板、フローリング、製
材

令和2年4月22日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-212号

株式会社 坂詰製材所 新潟県阿賀野市保田3858 代表取締役 坂詰 一年 第一種・第二種 ①、②
木材等の購入・販売・製造・加工・販売、プレカット加工
及び販売、建設・建築

林業部、製材部、プレカット部、建築部
丸太、角材、合板、集成材、構
造材、構造用合板、構造用集
成材

令和2年5月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-213号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-213号

ホリモク株式会社 京都府城陽市市辺五島８４－２ 代表取締役 堀井 誠二 第一種・第二種 ①、②
木材等の購入、木材等の製造・加工・販売、建設・建
築、プレカット加工及び販売、家具の製造、販売

本社工場

丸太、構造材、造作材、羽柄
材、梁、柱、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、机、収納
用什器、ローパーテーション、
掲示板、椅子

令和2年5月26日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-214号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-214号

加藤木材産業株式会社 静岡県静岡市清水区西久保一丁目１０番２号 代表取締役 加藤 力也 第二種 ① 木材等の販売、製造、加工
本社、本社工場、袖師第一工場、袖師第二工
場

ひき板、造作材、フローリング 令和2年6月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-215号

株式会社 カシマ住宅 静岡県静岡市清水区西久保一丁目6番14号 代表取締役 加藤 尚美 第二種 ② 建設・建築 本社 ひき板、造作材、フローリング 令和2年6月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-216号

株式会社 ナナパシフィック 京都府亀岡市千歳町国分後田２２-１ 代表取締役 小川 宣久 第一種・第二種 ① 木材等の製造、加工、輸入、販売 ㈱ナナパシフィック本社 ひき板、構造用集成材 令和2年6月8日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-217号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-217号

有限会社 宮里工務店 鹿児島県鹿児島市下福元町3349-2 代表取締役 宮里 秋雄 第二種 ② 木材等の、建設・建築 有限会社宮里工務店 構造材 令和2年6月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-218号

株式会社 日新 鳥取県境港市西工業団地100番地 代表取締役社長 又賀 航一 第二種 ① 木材等の購入、製造、加工、販売、輸出 針葉樹工場、第二工場、四国工場、三重工場

丸太、単板、合板、構造用合
板、ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板、表面
加工ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板、単板
積層材

令和2年6月11日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-219号

辻井木材株式会社 京都府京都市中京区西ノ京南聖町13番地 代表取締役社長 辻井 重 第二種 ①、② プレカット加工及び販売、木材等の販売、建設・建築 舞鶴プレカット工場、向日町営業所
構造材（土台、床板、床根太、
床下張り）、羽柄材 令和2年6月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-220号

株式会社 ブルケン・ウエスト 福岡県宗像市徳重546-1 代表取締役社長 上田 昭典 第二種 ①、② 木材等の販売、建設・建築

福岡営業所、北九州営業所、下関営業所、朝
倉営業所、宗像営業所、行橋営業所、、大分
営業所、飯塚営業所、霧島営業所、鹿児島営
業所、鹿屋営業所、ダイコク霧島店、住宅事業
部、福岡住宅部、ブルケンＫＧ支店

角材、合板、積層材、集成材、
突板、フローリング、ｶｳﾝﾀｰ、収
納用什器、玄関収納、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

令和2年6月15日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-221号

図南木材株式会社 鹿児島県鹿児島市谷山港1-2-4 代表取締役 田之頭 隆文 第二種 ① 木材等の加工、販売 本社工場 合板、構造材 令和2年6月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-222号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

株式会社 コバコー 群馬県沼田市利根町高戸谷781 代表取締役 小林 正典 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、出荷、建設・建築 株式会社 コバコー
丸太、ひき板、構造材（土台、
床板、床根太、床下張り）、造
作材、梁

令和2年6月18日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-223号

河合製巧株式会社 愛知県名古屋市昭和区村雲町2-1 代表取締役社長 河合 政典 第二種 ① 木材等の購入・加工・販売 小牧工場、岐阜工場、関東事業所 フローリング 令和2年6月29日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-224号

今太木材株式会社 島根県安来市安来町2141 代表取締役 相川 幹裕 第二種 ① 木材等の加工、販売、輸出 工場部
丸太、合板、製材、単板、角
材、突き板 令和2年6月29日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-225号

株式会社 岡本銘木店 大阪府吹田市岸部北５丁目３２番１号 代表取締役 佐藤 原二 第二種 ① 木材等の製造、加工、輸入、輸出、販売 三田工場
造用合板、構造用集成材、構
造材、羽柄材、梁、柱 令和2年6月30日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-226号

株式会社 スマートガーデン 大阪府豊中市曽根東町3-9-3-404 代表取締役 田中 敏博 第二種 ①、② 木材等の施工・販売 施工部 ひき板 令和2年6月30日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-227号

斉藤建設株式会社 鹿児島県鹿屋市田崎町2214番地 代表取締役 梅木 一宏 第二種 ② 建設・建築 斉藤建設㈱ 事務所

ひき板、角材、単板、突き板、
合板、単板積層板、集成材、直
交集成材、構造材、造作材、羽
柄材、構造用合板、構造用集
成材、梁、柱、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、木質
系ｾﾒﾝﾄ板、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ

令和2年7月14日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-228号

木村木材工業株式会社 埼玉県鴻巣市本町3-8-37 代表取締役 木村 司 第二種 ①、② 木材等の購入・製造、加工、販売、建設・建築 北本営業所

ひき板、角材、単板、突き板、
合板（天然木化粧合板）、合板
（特殊加工化粧合板）、合板（ポ
リ合板）、合板（ランバーコアー
合板）、単板積層材、集成材、
直交集成板、製材、チップ、小
片、構造材、造作材、羽柄材、
構造用合板、構造用集成材、
梁、柱

令和2年7月21日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-229号

株式会社 かつら木材センター 京都府八幡市下奈良北浦1-3 代表取締役社長 桂 正司 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建築・建設 本社 フローリング 令和2年7月22日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-230号

株式会社 光プレカット 広島県呉市広多賀谷3-1-1 代表取締役 柴田 義範 第二種 ① 木材等の購入、加工、出荷 株式会社 光プレカット
角材、合板、集成材、単板積層
材 令和2年7月28日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-231号

中国木材株式会社 広島県呉市広多賀谷3-1-1 代表取締役社長 堀川 智子 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、購入、製造、販売、加工、出荷

本社、日向工場、伊万里事業所、東海事業
所、名古屋事業所、大阪事業所、東北セン
ター、東京センター、岡山センター、郷原工場、
北広島工場、宮の郷工場

丸太、ひき板、角材、合板、集
成材、単板積層材 令和2年7月29日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-232号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-232号

株式会社ダイリFPC 徳島県徳島市津田海岸町3-77 代表取締役社長 小濱 孝彦 第一種・第二種 ①、②
木材等の製造、加工、輸入、輸出、販売、、プレカット
加工及び販売、フローリングの製造・販売、建設・建築

2ｘ4事業部、建材部
構造材、構造用合板、造作材、
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（単層フローリング） 令和2年7月29日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-233号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-233号

株式会社 東野材木店 大阪府大阪市住吉区苅田8-7-20 代表取締役 東野 壮也 第二種 ①、② 木材等の製造、加工、販売、建設・建築 株式会社 東野材木店 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（単層フローリング） 令和2年7月30日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-234号

株式会社 永谷木材 京都府宇治市槙島町一丁田8 代表取締役 永谷 英樹 第二種 ① 木材等の購入・販売 ㈱永谷木材
丸太、構造材、造作材、羽柄
材、柱、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（単層フローリ
ング）

令和2年8月6日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-235号

東神鋲螺工業株式会社 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目7番10号 代表取締役 遠藤 博 第一種・第二種 ① 木材等の購入、製造、販売 東神鋲螺工業(株)秋田工場 丸太、突き板、構造材 令和2年8月18日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-236号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-236号

株式会社 アルボカンパニー 石川県金沢市湊4-23 代表取締役社長 汐井 多恵子 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建築,建設 本社工場、営業部
合板（ﾗﾜﾝ合板）、合板（ポリ合
板）、構造材、集成材、ひき板
（ヒノキ）

令和2年8月28日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-237号

ウッドリンク株式会社 富山県射水市寺原塚４１５ 代表取締役社長 原野 剛行 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 住宅資材事業部、製材事業部
丸太、ひき板、製材品、構造用
製材品、構造用集成材、構造
用合板、集成材（幅はぎ材）

令和2年9月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-239号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

青森プライウッド株式会社 青森県上北郡六戸町金矢三丁目2番地1 代表取締役社長　大河 龍也 第二種 ① 単板積層材等の製造・出荷 青森プライウッド株式会社　LVL工場 丸太、単板、単板積層材 令和2年9月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-240号

合資会社 髙梨製材所 秋田県大仙市高梨字田茂木65 代表社員 竹内 靖浩 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入、加工、販売、建設・建築 製材部

丸太、角材、ひき板、単板、突
き板、合板、合板（ランバーコ
アー合板）、集成材、単板積層
材、直交集成板、構造材、造作
材、羽柄材、フローリング

令和2年9月3日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-241号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-241号

津田産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南 1-8-19 代表取締役社長 津田 潮 第一種・第二種 ①、②
木材等の輸入・販売、自社林伐採・立木入札・販売、プ
レカット加工及び販売、建築・請負

住宅資材本部、海外業務室、山林部、ツダモク
大阪営業所、ツダモク東京営業所、ツダモク名
古屋営業所、ツダモク福岡営業所、大阪住宅
資材部、名古屋住宅資材部、九州住宅資材
部、大阪住宅建築部、東京住宅建築部、名古
屋住宅建築部、九州住宅建築部、大阪建材営
業所、鳥飼営業所、兵庫営業所、東京建材営
業所、西東京営業所、名古屋建材部、三河営
業所、広島建材営業所、九州建材部

丸太、製材、合板、集成材、単
板積層、構造用集成材、フロー
リング、構造材、羽柄材、造作
材

令和2年9月17日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-242号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-242号

みはし株式会社 埼玉県和光市白子3丁目２６番４３号 代表取締役 三橋 英生 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入、輸入、販売、製造、加工、建築・建設 本社、購買課、玉川工場 ひき板、集成材、カウンター 令和2年10月28日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-243号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-243号

有限会社 マルケイ 静岡県牧之原市細江970-1 代表取締役 深城 巧祐 第一種・第二種 ①、② 木材等の製造、加工、輸入、輸出、販売、建築・建設 本社工場
丸太、突き板、突き板(MDF基
材)、合板(天然木化粧合板) 令和2年10月30日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-244号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-244号

株式会社 マルケイ 静岡県牧之原市細江625-1 代表取締役 深城 巧祐 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 本社 突き板 令和2年11月4日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-245号

大和ツキ板産業株式会社 広島県福山市御幸町中津原1790-1 代表取締役 三好 美寛 第二種 ① 木材等の製造、加工、輸入、輸出、販売 製造部

丸太、角材、突き板、単板、合
板(天然木化粧合板)、突き板
(MDF基材)、造作材、テーブ
ル、棚、収納用什器

令和2年11月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-246号

株式会社 川合ランバーセンター 埼玉県朝霞市三原五丁目１０番２１号 代表取締役 川合 良平 第二種 ① 木材等の加工、販売、合板の二次加工・販売 本社
角材、単板、合板、構造材、合
板（ポリ合板）、合板（ランバー
コアー合板）、構造用合板

令和2年11月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-247号

越井木材工業株式会社
大阪府大阪市住之江区平林北一丁目2番158
号

代表取締役社長 越井 潤 第二種 ① 木材等の製造、販売、出荷

西日本木材防腐事業部本社、西日本木材防
腐事業部岸和田営業所、西日本木材防腐事
業部九州営業所、東日本木材防腐事業部、
SD事業部、プライメタル事業部岸和田アカシア
床板工場、プライメタル部本社工場、東京出張
所

ひき板、角材、合板、集成材、
単板積層材、構造用集成材、
造作材

令和2年12月3日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-248号

三邦物産株式会社
東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル
6階

代表取締役 洪 性鎬 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 木材/合板部 合板 令和3年1月7日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-249号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-249号

株式会社 土山木協 滋賀県甲賀市土山町南土山乙421-1 代表取締役社長 渡邉 高志 第二種 ①、② 木材の購入、製材、販売、建築・建設 製材加工事業部
丸太、製材、集成材、構造用合
板 令和3年1月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-250号

藤島木材工業株式会社 秋田県北秋田市綴子字田中下ﾓ31 代表取締役社長 藤島 眞砂子 第二種 ① 木材等の購入、製造、出荷 藤島木材工業株式会社 丸太、集成材、製材、チップ 令和3年1月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-251号

藤島林産株式会社 秋田県北秋田市綴子字田中下ﾓ31 代表取締役社長 藤島 眞砂子 第二種 ①、②
木材等の購入、フローリングの製造、販売、建築物の
内装工事

藤島林産株式会社
合板、ひき板、突き板、フローリ
ング（複合フローリング）、（単層
フローリング）

令和3年1月13日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-252号

新宮木造住宅協同組合 和歌山県新宮市あけぼの６番７号 代表理事 速水 洋平 第二種 ① プレカット加工及び販売、木材等の加工、販売 プレカット部門、木材販売部門 角材、構造材、羽柄材 令和3年1月21日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-253号



15/18
2023年5月12日現在

〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

ファーストウッド株式会社 福井県福井市川尻町第40号126番地1 代表取締役社長 兼井 雅史 第一種・第二種 ①、②
木材等の輸入、購入、販売、木材等の製造・出荷・販
売、家具の製造・出荷、建設・建築

購買部、一般管理本部総務部経営企画課、プ
レカット事業本部福井プレカット工場、集成材
事業本部福井集成材工場、プレカット事業本
部大野プレカット工場、集成材事業本部大野
集成材工場、集成材事業本部真岡集成材工
場、FWC部

丸太、ひき板、合板、集成材、
単板積層材、構造材、チップ、
小片、テーブル、イス、カウン
ター、木質ペレット

令和3年1月21日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-254号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-254号

天理集成材株式会社 奈良県桜井市大字草川69番地 代表取締役社長 梶谷 佳彦 第二種 ① 木材等の製造・出荷 本社工場
ひき板、集成材、木質ペレット、
チップ 令和3年2月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-255号

株式会社スンエン 静岡県島田市御請229番地 代表取締役　中居幸博 第一種・第二種 ① 木材等の加工・購入・販売 本社、関西支店、長浜営業所、千葉支店
丸太、集成材、ひき板、角材、
集成材 令和3年3月16日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-256号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-256号

株式会社ビッグハウス
宮崎県西諸県郡高原町大字広原字荒迫4881-
18

代表取締役　立箱尚登 第二種 ① 木材等の輸入、加工・購入・販売、製造、出荷 本社営業部、青山工場、広原工場
構造用集成材、単板積層材、
構造材 令和3年3月26日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-257号

JFE商事株式会社　第二原料本部　　バイオ
マス燃料部

〒100-8070
東京都千代田区大手町1丁目
9番5号
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

バイオマス燃料部長　宮崎正徳 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 バイオマス燃料部 木質ペレット 令和3年6月9日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-258号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-258号

株式会社ワイズ 愛知県一宮市大毛上川田２ 代表取締役　山本 直樹 第二種 ② 木造建築物の建設 株式会社ワイズ
構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、梁、柱 令和3年6月17日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-259号

大倉工業株式会社 香川県丸亀市中津町1515番地
代表取締役社長執行役員　神田
進

第二種 ① 木材等の加工、販売 詫間工場 合板 令和3年6月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-260号

山崎建設株式会社 広島県福山市霞町3丁目2-23 代表取締役　山崎育洋 第二種 ② 木造建築物の建設・建築 箕沖事務所

角材、単板、突き板、集成材、
製材、構造材、造作材、羽柄
材、構造材（面材、軸材）、構造
材（土台、床板、床根太、床下
張り）、構造用合板、構造用集
成材、梁、柱、ひき板（木塀）、
ひき板（ウッドデッキ）

令和3年7月1日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-261号

ニチカ株式会社 431-0203静岡県浜松市西区馬郡町4706-1 代表取締役　袴田昌宏 第一種・第二種 ① 木材等の加工、販売 ニチカ株式会社
フローリング（単層フローリン
グ）,フローリング（複合フローリ
ング）、造作材

令和3年7月9日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-262号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-262号

株式会社 甲斐木工 兵庫県豊岡市新堂5番地の1 代表取締役 甲斐 健一 第二種 ② 家具の製造、出荷 本社工場 収納用什器、台 令和3年7月16日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-263号

株式会社板倉重機 島根県出雲市江田町268-2 代表取締役社長　今岡和已 第二種 ①、② 丸太購入、木材等の購入、製造、加工、販売、建築、建設 長浜木材センター、本社
丸太、角材、構造材、羽柄
材、ひき板（ウッドデッキ）、
ひき板（木塀）

令和3年7月20日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-264号

株式会社 篠原商店 東京都練馬区下石神井5-13-2 代表取締役　篠原 雄一郎 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入、販売、加工、出荷、建設・建築 本社、埼玉児玉第１工場、埼玉児玉第２工場
構造材、造作材、羽柄材、合
板

令和3年7月30日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-265号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-265号

木村物産株式会社 東京都江東区新木場2-6-1 代表取締役社長　山下　裕二 第一種・第二種 ① 木材等及び家具の輸入、販売、加工 営業部
ひき板（ウッドデッキ）、ラティス
フェンス、フローリング、集成材 令和3年8月17日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-266号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-266号

株式会社長谷川萬治商店 東京都江東区富岡2-11-6 代表取締役社長　長谷川泰治 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売
東京事業部、建材事業部　館林事業所、仙台
支店

構造材、小片、構造材、羽柄
材、合板、造作材 令和3年8月20日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-267号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-267号

株式会社サイモクホーム 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山３８９番５ 代表取締役　杉山卓司 第二種 ① プレカット加工・販売、木材等の加工・販売 株式会社サイモクホーム
構造材、構造材、羽柄材、合
板、造作材 令和3年9月9日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-268号

株式会社江真トレーディング
愛知県知多市岡田美里町15-2

代表取締役　エバート　ディルク 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・販売 株式会社江真トレーディング 小片 令和3年9月15日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-269号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-269号

有限会社　渡部木工資材 秋田県大仙市豊岡字新田85番地 代表取締役　渡部　浩悦 第二種 ① 木材等の購入・突き板（積層フリッチ）の製造・販売 渡部木工資材 ひき板、突き板 令和3年11月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-270号

丸紅木材株式会社 大阪市中央区南船場1-18-17商工中金船場ビル13F　代表取締役　清水文孝 第一種・第二種 ① 木材等の輸入・購入・販売 営業部

単板積層材、合板、丸太、ひき
板、角材、単板積層材、集成
材、合板、フローリング（単層フ
ローリング）

令和3年11月24日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-271号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-271号

有限会社トマト 福岡県大川市向島１７６６番地 代表取締役社長　池末和海 第二種 ① 木材等の購入、製造、加工、販売 本社工場、第二工場
突板、造作材、棚、テーブル、
収納什器、合板(天然木化粧合
板)、突板(MDF基材)、造作材

令和3年12月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-272号

福利産業株式会社 山口県下関市長府港町7-71 代表取締役　松倉 守 第二種 ①、② 木材等の購入、販売、建設、建築 福利産業株式会社
構造材、羽柄材、ひき板、造作
材 令和3年12月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-273号
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2023年5月12日現在

〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

原田化粧合板株式会社 広島県府中市高木町229-1 代表取締役　松倉 守 第二種 ① 木材等の購入、加工、販売 本社工場、南工場

突き板、単板積層材、造作材、
合板（天然木化粧合板）、突き
板（MDF基材）、柱、テーブル、
カウンター、棚、収納用じゅう
器、ベッドフレーム、角材、造作
材、集成材、合板（天然木化粧
合板）、テーブル、カウンター、
棚、収納用じゅう器、ベッドフ
レーム、角材、集成材

令和4年1月6日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-274号

株式会社 タカカツ建材 宮城県大崎市古川休塚字新西田38-1 代表取締役社長　髙橋 勝典 第二種 ① 丸太購入、木材等の購入、製造、加工、出荷、プレカット材の販売製材工場、プレカット工場、流通営業部
丸太、製材、集成材、構造用合
板、羽柄材、フローリング 令和4年2月2日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-275号

株式会社セレックス 愛知県名古屋市西区宝地町136 代表取締役社長　加藤健治 第二種 ① 木材等の購入・加工・販売 岐阜西支店 造作材 令和4年3月9日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-276号

けせんプレカット事業協同組合 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷27番地2 代表理事　泉田十太郎 第一種・第二種 ①、② 木材等の購入・加工・出荷、プレカット加工、建築・建設 住田工場、高田工場

丸太、構造用集成材、造作材、
羽柄材、ひき板、構造材（壁パ
ネル）、枠組材、木質ペレット、
チップ、フローリング、製材、単
板積層材、構造用合板、構造
材

令和4年4月20日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-277号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-277号

成豊商事株式会社
山形県山形市
嶋北二丁目4番18号

代表取締役　木村 陽子 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 本社
製材、合板、集成材、フローリ
ング 令和4年4月20日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-278号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-278号

株式会社ミヨシ産業 鳥取県米子市両三柳2360-8 代表取締役社長　谷野利宏 第二種 ① 木材等の購入・加工・販売 プレカット工場、CLTプレカット工場

構造材、造作材、羽柄材、構造
用合板、構造用集成材、単板
積層材、直交集成板、サイディ
ングボード、中間製品、机、ﾌﾛｰ
ﾘﾝｸﾞ

令和4年5月10日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-279号

小波内製材有限会社 秋田県仙北市西木町桧木内字小波内382番地 代表取締役　門脇 均 第二種 ① 木材等の購入、製造、販売 小波内製材有限会社 丸太、ひき板、柱、フローリング 令和4年5月23日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-280号

松井建設株式会社 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 代表取締役　松井　隆弘 第二種 ② 建築,建設
東京支店、大阪支店、名古屋支店、北陸支店、東
北支店、九州支店

集成材、角材 令和4年5月25日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-281号

ベニクス株式会社 愛知県名古屋市港区小碓2丁目102番地 代表取締役　水越　隆之 第二種 ① 合板の購入・加工・販売、コンクリート型枠用合板の加工 本社、木曽岬工場、弥冨工場、弥冨第二工場 合板、コンクリート型枠用合板 令和4年6月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-282号

株式会社 ヤマセイ創建 愛知県名古屋市港区宝神1丁目110番 代表取締役　豊吉　英文 第二種 ① 合板の二次加工・販売 株式会社 ヤマセイ創建 合板 令和4年6月29日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-283号

山一製材株式会社 和歌山県海南市名高178 代表取締役　木下憲治 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、木材等の加工、販売 本社工場 ひき板 令和4年7月4日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-284号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-284号

株式会社ハウスプラン永田 広島県福山芦田町柞磨207-7 代表取締役　永田久男 第二種 ② 建設・建築 本社事務所 羽柄材、合板 令和4年7月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-285号

株式会社ウッドコア 福島県双葉郡浪江町大字棚塩字赤坂1番地１ 代表取締役　蔭山　寿一 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 FLAM製材工場、FLAM集成材工場 丸太、ひき板、集成材 令和4年7月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-286号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

ニッポニア木材株式会社 岡山県津山市総社１８６－３  代表取締役兼CEO小原冨治雄 第二種 ① 木材等の製造、加工、輸出、販売 津山工場 ひき板、突き板、角材、単板 令和4年7月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-287号

パナソニックハウジングソリューションズ株
式会社

大阪府門真市大字門真1048番地 代表取締役　山田　昌司 第二種 ① 木材等の製造、加工、販売 建築システム事業部 合板、集成材、フローリング 令和4年7月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-47号

株式会社大村製材所 兵庫県姫路市網干区新在家1302 代表取締役 大村真範 第二種 ① 木材等の購入、加工、販売 株式会社大村製材所 丸太、角材、合板、チップ 令和4年10月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-288号

三翔株式会社 香川県坂出市林田町4285番地194 代表取締役　森島 浩司 第二種 ① 木材等の購入、加工、販売 本社工場

単板、突き板、合板、(ランバー
コア合板）、合板（天然木化粧
合板）、合板（特殊加工化粧合
板）、単板積層材、集成材、直
交集成板、製材

令和4年11月7日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-289号

INTER CONTRACT株式会社
大阪府大阪市中央区南本町3-1-3
カネセ第3ビル5階

代表取締役　大宮 匡統 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、購入、販売 INTER CONTRACT株式会社
合板、単板積層材、製材、羽柄
材 令和4年11月14日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-290号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-290号

株式会社ウッディさんない
秋田県横手市山内土渕字
小目倉沢34番地8

代表取締役　石山 清和 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建設・建築 ウッディ事業部 丸太、角材 令和5年1月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-291号

キリン木材株式会社 広島県廿日市市木材港北9-2 代表取締役社長　竹内 徳將 第二種 ①、② 木材等の加工、販売、建設・建築
キリン木材株式会社　木建事業部　プレカット部
キリン木材株式会社　木建事業部　資材部

構造材、羽柄材、構造用合板 令和5年1月5日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-292号

ミャンマーチーク販売株式会社 東京都多摩市落合3-8-9青木葉通りﾋﾞﾙ１F 代表取締役　臼井 成美 第一種・第二種 ①、② 木材等の輸入、販売、建設・建築 本社・営業部 フローリング、角材 令和5年4月1日
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-293号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-293号

株式会社 ハヤロク宇部
山口県山陽小野田市大字津布田字四郎丸1242番
地1

代表取締役　山本 宏 第二種 ① 木材等の製造、販売 本社工場
丸太、角材、合板、単板積層
材、製材 令和5年3月8日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-294号

ニチハ株式会社 愛知県名古屋市港区汐止町12番地 代表取締役社長　吉岡　成充 第二種 ① 木材等の製造、販売 名古屋工場、いわき工場、下関工場

木質系ｾﾒﾝﾄ板のうち、木材を
使用したもの、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
のうち、
木材を使用したもの

令和5年4月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-295号

ニチハマテックス株式会社
愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号三井住友
銀行名古屋ビル

代表取締役社長　河内　一弘 第二種 ① 木材等の製造、販売 習志野工場、衣浦工場

木質系ｾﾒﾝﾄ板のうち、木材を
使用したもの、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
のうち、
木材を使用したもの

令和5年4月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-296号

高萩ニチハ株式会社 名古屋市中区錦二丁目18番19号 代表取締役社長　河内　一弘 第二種 ① 木材等の製造、販売 高萩工場

木質系ｾﾒﾝﾄ板のうち、木材を
使用したもの、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ
のうち、
木材を使用したもの

令和5年4月24日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-297号
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〖クリーンウッド法登録事業者の公表リスト〗

名　称 所在地 代表者の氏名

 第一種登録木材関連
事業者

 第二種登録木材関連
事業者
の別

部門、事務所、工場又は事業場の
名称

木材等の種類

木材関連事業者の名称、所在地、代表者の氏名

　初回登録年月日
※”(抹消)”は抹消

年月日
登録番号

合 法　伐　採　木 材 等　の　利　用　確　保　措　置　を　講　ず る 事 業 の 範 囲

　　　　　　　     　事 業 の 種 類

① 木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売する事業
② 木材を使用して建築物その他の工作物の建築若しく
　　は建設をする事業
③ 木質バイオマスを用いた発電事業

登録更新年月日

佐藤木材工業株式会社 北海道函館市昭和四丁目5番1号 代表取締役　佐藤　久幸 第二種 ① 木材等の購入、加工、販売 東北事業部　北上工場、東北事業部　青森工場
構造材、合板、羽柄材、突板、
造作材、単板、フローリング 令和5年4月12日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-298号

北栄通信工業株式会社 北海道旭川市末広東２条１３丁目２番１６号 代表取締役　鈴木　大介 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 国際事業部
単板、ひき板、合板、単板積層
材 令和5年4月13日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-299号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-299号

株式会社マツモト 岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根20番地4 代表取締役　松本 裕一 第二種 ① 木材等の購入・販売、プレカット加工及び販売 本社工場
構造材、羽柄材、構造用合板、
製材、集成材、単板積層材 令和5年4月20日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-300号

有限会社　岩下製材所 鹿児島県出水市平和町1028 代表取締役　岩下 晶司 第二種 ① 木材等の加工、販売 有限会社　岩下製材所 ひき板、角材 令和5年4月27日 ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-301号

共和商事株式会社 東京都台東区竜泉2-6-5 代表取締役　渡辺　剛 第一種・第二種 ① 木材等の輸入、販売 本社、北関東支店、木材事業部
角材、合板、単板積層材、集成
材、羽柄材、構造材 令和5年5月12日

ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅰ-302号
ＪＰＩＣ-ＣＬＷ-Ⅱ-302号


