
Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体 令和4年1月1日

中　　　央
さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本
市、伊奈町

東　　　部
三郷市、八潮市、草加市、吉川市、越谷市、春日部市、幸手市、久
喜市、蓮田市、加須市、羽生市、行田市、松伏町、杉戸町、宮代
町、白岡市

西　　　部

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、新座市、坂戸
市、鶴ヶ島市、日高市、東松山市、三芳町、毛呂山町、越生町、鳩
山町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、東秩父村、ときがわ町、ふ
じみ野市

北　　　部 熊谷市、深谷市、本庄市、寄居町、美里町、神川町、上里町

秩　　　父 秩父市、長瀞町、皆野町、横瀬町、小鹿野町

県　　　外
北海道、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉
県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡
県、三重県、大阪府、岡山県

計

             ※認証事業体数と業態別認証事業体数の計が一致しないのは、一つの認証事業体が複数の業態で認定されているため

Ⅱ.さいたま県産木材認証工務店

中　　　央

東　　　部

西　　　部

計

1

5

2

2

上尾市　さいたま市

八潮市

入間市

地 区 名 認証事業体数 市町村名

154

12

85 31 52 71

32

令和4年1月1日

363

49 1 40

231 44 129 190

29 70

31

21 2 11 19

17 7 12

52

21 0 3 21 24

38 3 11 38

地 区 名 市町村名

さいたま県産木材認証事業体及び工務店 一覧表

認証事業体数
業態別認証事業体数

素材生産 木材加工 木材流通 計



交付年月日

次回更新年月日

素材生産
1 H14.6.1 365-0038 木材加工

R5.5.31 木材流通

4 H14.6.1 365-0062 足北第００２９号
R5.5.31 木材流通

6 H14.6.1 364-0031 木材加工 足北第０００７号
R5.5.31 木材流通

8 H14.8.1 338-0826 木材加工 浦与第００１０号
R5.7.31 木材流通

10 H14.8.1 330-0804 大宮第００２２号
R5.7.31 木材流通

13 H14.8.1 369-0131 木材加工 足北第００１９号
R5.7.31 木材流通

素材生産
14 H14.8.1 365-0227 木材加工 児玉第００１２号

R5.7.31 木材流通

16 H15.7.1 362-0084 上尾第００１７号
R6.6.30 木材流通

中央－1

０４８－５４３－３５６８

鴻巣市箕田４０３７

住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

代表取締役　江田 明久
　

０４８－５４３－３３６９
（有）武蔵野林業

　西村　信洋

鴻巣市袋１

令和4年1月1日

業　態　の　種　別

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

松本木材工業（株） 松本木材工業（株）

木材業・製材業登録番号

代表取締役　池田　仁美 ０４８－７８１－３８２０

北本市中央３-５９ 鴻巣市新井５９３－１

代表取締役　岡部　勇二

上尾市大字壱丁目西１１番地１

志水木材（株） 志水木材（株）
　志水　　敦

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）　土木工事用製品
（木製ブロック　木製型枠　木製側溝蓋　木製水路盤　木製タイル　木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）

さいたま市桜区大久保領家６２０

代表取締役　志水　敦

岡部　明浩０４８－５９１－１６３８

木村木材工業（株）
代表取締役社長　木村　司

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒） 製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材(塀　防護柵　案内板）　木製品(建具　看板　テーブル　ベンチ）

木村木材工業（株）北本営業所他1営業所 足北第００１１号

岡部材木（株）

代表取締役　星野　洋一郎

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

さいたま市北区本郷町１７７６

代表取締役　星野　洋一郎

０４８－８５３－３７２０

０４８－６６５－６３２７

０４８－６６５－０９０９
星野木材（株）

さいたま市大宮区堀の内町１-３５９
星野木材（株）本郷営業所

さいたま市桜区大久保領家６２０ ０４８－８５３－３７３２

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（中央地区）

製材品（構造材　内装材　羽柄材） 

０４８－５９６－８７９８

鴻巣市箕田４０３７

松本　光永
（有）松本木材

０４８－５９６－２１６６

岡部材木（株）

０４８－５４２－０８０９ 木村　司

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

０４８－５９１－１６００

（有）松本木材
代表取締役　松本　吉正

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

電　 話　 番　 号
郵便番号

　　主な取扱商品

鴻巣市本町３-８-３７ 北本市深井６-８００４８－５４２－８１１１

０４８－５４８－６１１１ 鴻巣市袋１
（株）東京木材相互市場 相互吹上市場（株）東京木材相互市場

代表取締役社長　西村　信洋 ０４８－５４８－２０９８

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　江田 明久

鴻巣市上谷１３１０－１３
（有）武蔵野林業

鴻巣市上谷１３１０－１３

代表取締役　池田　仁美

上尾市大字壱丁目西１１番地１ ０４８－７８１－３８１８

素材（その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　外構部材（防護柵）



交付年月日

次回更新年月日
住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（中央地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

電　 話　 番　 号
郵便番号

　　主な取扱商品

21 H15.7.1 362-0034 上尾第００２１号
R6.6.30 木材流通

26 H15.10.1 365-0065 足北第０００２号
R6.9.30 木材流通

31 H16.3.1 330-0804 大宮第００２４号
R4.2.28 木材流通

32 H22.9.1 335-0023 木材加工 埼木協第Ⅲ０１１号
R4.8.31 木材流通

33 H18.5.1 330-0063
R6.4.30 木材流通

34 H19.5.1 362-0014 上尾第００２５号
R4.4.30 木材流通

36 H19.5.1 362-0803 上尾第０００７号
R4.4.30 木材流通

39 H20.12.12 336-0025 浦与第００２８号
R5.12.11 木材流通

中央－2

北足立郡伊奈町大針６３２－１ ０４８－７２２－１５０９ 北足立郡伊奈町大針６３２－１

代表取締役　萩原　桂 ０４８－７７４－４３２２ 代表取締役　萩原　桂

製材品（構造材　羽柄材）

上尾市本町６－１１－４７
山屋産業(株) 山屋産業㈱

上尾市本町６－１１－４７ ０４８－７７４－４３２１

（株）桝徳

(有)村松

埼玉県木材協同組合 埼玉県木材協同組合

（株）吉貞 （株）吉貞　戸田市場/熊谷市場

０４８－６５８－５６０５ 星野　敏之

製材品（構造材）　　

さいたま市浦和区高砂２－７－７

代表取締役　吉田　貞裕 ０４８－４４２－５１８１ 寺門　幸男/飯塚　信行

さいたま市浦和区高砂２－７－７ ０４８－８２２－２５６８

代表取締役　星野　敏之

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

０４８－４４３－４３２１

さいたま市大宮区堀の内町１-６９７ ０４８－６５８－５６００ さいたま市大宮区堀の内町１-６９７

上尾市愛宕３-６-９

代表取締役　村松　信吾

鴻巣市中井４６－４ ０４８－５４８－６２１３ 鴻巣市袋１－１

０４８－７７５－６６４４ 代表取締役　森泉　一夫
森泉木材（株）

０４８－７７３－５１１１ 上尾市愛宕３-６-９

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　　

代表取締役　森泉　一夫
森泉木材（株）

戸田市本町１-２３-１/熊谷市中奈良１４１２

製材品（構造材　羽柄材）

(有)村松
代表取締役　村松　信吾 ０４８－５４８－６２１４

戸田市本町１-２３-１

理事長　大河原章吉 ０４８－８２４－０７２０ 宮島　義和

（株）桝徳

素材（スギ ヒノキ）　　　製材品　　　木製品

（有）小曽根商店
さいたま市南区文蔵５－９－１７ ０４８－８６３－１２３５

桜庭材木店 桜庭材木店
桜庭　靖 ０４８－７２２－１８８３ 桜庭　靖

製材品（構造材 内装材 羽柄材）

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

代表取締役　小曽根 昭市郎 ０４８－８６３－１２３７ 代表取締役　小曽根 昭市郎
（有）小曽根商店

さいたま市南区文蔵５－９－１７



交付年月日

次回更新年月日
住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（中央地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

電　 話　 番　 号
郵便番号

　　主な取扱商品

40 H21.10.1 333-0849 川口第００３７号
R6.9.30 木材流通

42 H22.4.1 332-0006 木材加工 川口第００１２号
R4.3.31 木材流通

43 H22.5.1 368-0042
R4.4.30 木材流通

44 H22.7.1 331-0823 大宮第００２７号
R4.6.30 木材流通

45 H23.7.1 362-0016 上尾第００１１号
R5.6.30 木材流通

46 H23.7.1 334-0013 川口第００２３号
R5.6.30 木材流通

47 H24.3.1 338-0837 浦与第００１９号
R6.2.28 木材流通

48 H24.10.1 331-0811 大宮第００１７号
R6.9.30 木材流通

中央－3
製材品（内装材）

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

さいたま市北区吉野町２－２５９－１ ０４８－６５２－１８４１ さいたま市北区吉野町２－２５９－１
(株)道林 (株)道林

代表取締役　大寺　篤志 ０４８－６５２－７４３１ 代表取締役　大寺　篤志

さいたま市北区日進町３－４１１

さいたま市桜区田島１－２０－１８ ０４８－８６３－１７７９ さいたま市桜区田島１－２０－１８
マルサン木材(有) マルサン木材(有)

代表取締役　秋葉　真吾 ０４８－８６３－１４５３ 代表取締役　秋葉　真吾

上尾市原新町１０－１１
谷口木材(有) 谷口木材(有)

早川住建(株)川口営業所
早川　豪 ０４８－２８２－５６８６ 所長　矢部　亘

代表取締役　谷口　芳子 ０４８－７７５－７６３４ 兼平　悟

(有)児玉材木店 (有)児玉材木店
児玉　康次 ０４８－２６２－５８８３ 児玉　康次

川口市本前川３－３７－２３ ０４８－２６１－２４６６ 川口市本前川３－３７－２３

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

秩父市東町２９－１０埼玉県秩父地方庁舎３階 ０４９４－２６－６１０５ 秩父市東町２９－１０埼玉県秩父地方庁舎３階

岡田　守弘

製材品（構造材）

大東木材 （株）元郷プレカットセンター
０４８－２２３－６５７７ 岡田　雅之

川口市末広１－１５－３ ０４８－２２２－３９５７ 川口市元郷１－５－１６
大東木材(株)

岡　健一郎 ０４８－６５１－０２５９ 今井　正勝

埼玉県森林組合連合会
代表理事会長　吉田　廣文 ０４９４－２６－６２１１ 井上　洋二

素材（スギ　ヒノキ）　木製品（テーブル　ベンチ）

０４８－６５１－０２０３ さいたま市北区日進町３－４１１
（株）マルオカ （株）マルオカ　埼玉マルオカ

埼玉県森林組合連合会

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀 ）　木製品(建具）

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

川口市南鳩ヶ谷８－２－１８ ０４８－２８２－５６８１ 川口市南鳩ヶ谷８－２－１８
早川住建(株)川口営業所

上尾市原新町１０－１１ ０４８－７７１－０６８１

製材品（構造材　内装材　羽柄材）



交付年月日

次回更新年月日
住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（中央地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

電　 話　 番　 号
郵便番号

　　主な取扱商品

49 H25.1.1 335-0031 浦与第００２９号
R6.12.31 木材流通

51 H25.1.1 332-0011 木材加工 川口第００３４号
R6.12.31 木材流通

素材生産
52 H25.1.1 332-0023 木材加工 川口第００４１号

R6.12.31 木材流通

55 H25.1.1 332-0006 川口第００２２号
R6.12.31 木材流通

56 H25.1.1 333-0833 川口第００３６号
R6.12.31 木材流通

61 H25.4.24 330-0064 浦与第０００８号
R4.4.23 木材流通

64 H25.4.24 332-0031 川口第００４２号
R4.4.23 木材流通

65 H25.4.24 330-0042 浦与第００２５号
R4.4.23 木材流通

中央－4

（有）和郷木材

さいたま市浦和区岸町６－１－９ ０４８－８２２－２０６５ さいたま市浦和区岸町６－１－９

（有）和郷木材

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　栗田　健太郎０４８－２９９－９７８６代表取締役　栗田　健太郎
栗田木材（株）栗田木材（株）

川口市青木３－２４－１２０４８－２９９－９７８０川口市青木３－２４－１２

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

（有）佐久間材木店 （有）佐久間材木店
佐久間　崇 ０４８－８３３－６１９５ 佐久間　崇

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

大郷　隆人 ０４８－８８６－３３７４ 大郷　隆人

半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品(建具）　その他（住宅機器）

さいたま市浦和区木崎１－１６－１８ ０４８－８８６－３３６５ さいたま市浦和区木崎１－１６－１８

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

川口市西新井宿６１１ ０４８－２８１－０２８７ 川口市西新井宿６１１
（株）吉田材木店 （株）吉田材木店

代表取締役　吉田　英一 ０４８－２８１－０５１７ 代表取締役　吉田　英一

川口市末広３－１４－８ ０４８－２２２－２７０９ 川口市末広３－１４－８
（有）成澤材木店 （有）成澤材木店

代表取締役　成澤　弘泰 ０４８－２２２－２７１７ 代表取締役　成澤　弘泰

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　案内板）　木製品（建具　テーブル　ベン
チ）　土木工事用製品（木製型枠　木製タイル　木製ガードレール）

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀 案内板）　　

川口市飯塚３－６－３１ ０４８－２５４－３５００ 川口市飯塚３－６－３１
（有）小曽根木材工業 （有）小曽根木材工業

代表取締役　小曽根　秀紀 ０４８－２５４－３５００ 代表取締役　小曽根　秀紀

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

川口市元郷４－４－１３ ０４８－２２２－３６７７ 川口市元郷４－４－１３
（株）山義 （株）山義

山下　秀文 ０４８－２２２－３６４０ 山下　秀文

戸田市美女木８－１３－３ ０４８－４２１－１２１６ 戸田市美女木８－１３－３
（株）峰岸材木店 （株）峰岸材木店

代表取締役　峰岸　誠 ０４８－４２２－２１１６ 代表取締役　峰岸　誠



交付年月日

次回更新年月日
住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（中央地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

電　 話　 番　 号
郵便番号

　　主な取扱商品

69 H25.7.1 330-0061 浦与第００１１号
R4.6.30 木材流通

70 H25.7.1 335-0034 浦与第００３０号
R4.6.30 木材流通

72 H26.6.1 369-0112 足北第００２１号
R5.5.31 木材流通

73 H28.6.1 334-0063 木材加工 川口第００２６号
R4.5.31 木材流通

74 H29.10.1 336-0034 木材加工 浦与第００２７号
R5.9.30 木材流通

75 R4.1.1 334-0051
R6.12.31 木材流通

中央－5

さいたま市南区内谷3-15-16 ０４８－８４５－７２５５ さいたま市南区内谷3-15-16
クボデラ（株）首都圏サービスセンター クボデラ（株）首都圏サービスセンター

代表取締役社長　窪寺　伸浩 ０４８－８４５－７２５６ 肖　爽

製材品（内装材）　木製品(建具）

川口市東本郷６１１ ０４８－２８４－５１１１ 川口市東本郷６１１
(有)丸東木材 (有)丸東木材

代表取締役　渡邊　大東 ０４８－２８４－５０６９ 薄　正則

製材品（構造材　羽柄材）

鴻巣市鎌塚２－１－９ ０４８－５４８－００３９ 鴻巣市鎌塚２－１－９
(株)鳥國住資木材 (株)鳥國住資木材

代表取締役　高橋　康雄 ０４８－５４８－００１３ 代表取締役　高橋　康雄

さいたま市浦和区常盤３－８－６ ０４８－８３１－２５９０ さいたま市浦和区常盤３－８－６

中村木材（株） 中村木材（株）
代表取締役　中村　晴昭 ０４８－４２１－１９５２ 代表取締役　中村　晴昭

製材品（構造材　羽柄材）

（有）新忠木材 （有）新忠木材
代表取締役　新井　忠 ０４８－８３１－３７７４ 代表取締役　新井　忠

素材（スギ　その他針葉樹）　半製品（木杭　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具　看板）

戸田市笹目１－１４－１０

半製品（木杭） 製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材(塀）　木製品(看板）

川口市安行藤八６９２－７ ０４８－９８５－６１７７ 越谷市大間野町4-328-3
エンドー木材(株) エンドー木材(株)

代表取締役　遠藤　英男 ０４８－９８５－０３６３ 代表取締役　遠藤　英男

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

０４８－４２１－１９５２ 戸田市笹目１－１４－１０



主たる事務所の所在地及び名称

交付年月日 電　 話　 番　 号

次回更新年月日 Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

０４８－５５６－３３４１ 行田市大字和田１２３-３
1 H14.8.1 361-0061 （株）シマザキ 行田第０００６号

R5.7.31 ０４８－５５３－３７００ 代表取締役　島﨑　義春 木材流通

０４８－７９９－１５６１ さいたま市岩槻区新方須賀５５８－２
8 H22.9.1 339-0016 （株）大忠 木材加工 岩槻第０００１号

R4.8.31 ０４８－７９９－１７８５ 代表取締役　大槻　文兵 木材流通

０４８－５５３－１１３４ 行田市桜町１-２２-１４　他２工場

9 H15.3.1 361-0022 島﨑木材（株） 木材加工
R6.2.28 ０４８－５５６－２５１９ 島﨑　政敏/寺井　章/宮澤　和行 木材流通

０４８－７９８－０４５３ さいたま市岩槻区釣上新田２９１

14 H16.3.1 339-0025 丸宇木材市売（株）北浜市場 埼木協第０００２号
R4.2.28 ０４８－７９８－０４０７ 野村　健一 木材流通

０４８－９９１－３８２１ 北葛飾郡松伏町田中１－１７－３

15 H19.7.1 343-0117 水本木材 越谷第００１１号
R4.6.30 ０４８－９９１－３８２２ 水本年一 木材流通

０４８－７４６－２０２１ 春日部市米島１１９８－３

16 H22.9.10 344-0115 （有）染谷材木店 春日第０００７号

R4.9.9 ０４８－７４６－２０２４ 代表取締役　染谷　重明 木材流通

０４８－９８７－３３５５ 越谷市川柳町２－１－１

17 H23.3.3 343-0827 （株）ウッドハウス 越谷第００２３号

R5.3.2 ０４８－９８７－７２３４ 代表取締役　増田　育也 木材流通

０４８０－３２－２０７８ 南埼玉郡宮代町字逆井２５６

20 H25.4.24 345-0825 （有）坂巻材木店 東武第００１４号

R4.4.23 ０４８０－３２－４３４６ 代表取締役　坂巻　繁一 木材流通

東部－1

代表取締役社長　青木　豊実

製材品（構造材）

北葛飾郡松伏町田中１－１７－３

越谷市川柳町２－１－１

水本年一

代表取締役　染谷　重明

水本木材

春日部市米島１１９８－３

代表取締役　増田　育也

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材 内装材　羽柄材）　

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

素材（その他針葉樹）　半製品（木杭 タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

(有）染谷材木店

（株）ウッドハウス

丸宇木材市売（株）北浜市場

行田第０００７号島﨑木材（株）

（株）大忠

代表取締役　島﨑　政敏

さいたま市岩槻区釣上新田２９１

 製材品（構造材　内装材）

 製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　大槻　文兵

行田市桜町１-２２-１４

さいたま市岩槻区新方須賀５５８－２

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体申請書一覧表（東部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者

代表取締役　島﨑　義春

行田市大字和田１２３-３
（株）シマザキ

令和4年1月1日

認証
NO.

郵便番号 住所・名称・代表者名
業　態　の　種　別

所在地・名称・管理責任者名
木材業・製材業登録番号

　　主な取扱商品

南埼玉郡宮代町字逆井２５６
（有）坂巻材木店

代表取締役　坂巻　繁一

製材品（構造材 内装材 羽柄材）



主たる事務所の所在地及び名称

交付年月日 電　 話　 番　 号

次回更新年月日 Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体申請書一覧表（東部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者

令和4年1月1日

認証
NO.

郵便番号 住所・名称・代表者名
業　態　の　種　別

所在地・名称・管理責任者名
木材業・製材業登録番号

　　主な取扱商品

０４８０－７３－１３２３ 加須市騎西３６０

22 H26.6.1 347-0105 (株)新井材木店 行田第００１３号

R5.5.31 ０４８０－７３－１３２４ 代表取締役　新井　喜雄 木材流通

０４８－５５７－２１６１ 行田市荒木１４４８

23 H26.6.1 361-0011 坂巻木材(株) 行田第０００４号

R5.5.31 ０４８－５５７－２１６４ 代表取締役　花井　裕吏 木材流通

０４８－９６６－１０６１ 越谷市西新井４５５

25 H26.6.1 343-0855 (有)青木材木店 越谷第０００２号

R5.5.31 ０４８－９６６－１０８４ 代表取締役　青木　良吉 木材流通

０４８－７５４－０３９１ 春日部市下蛭田１６９

26 H26.6.20 344-0043 笠井木材(株) 春日第０００４号

R5.6.19 ０４８－７６３－０１６２ 代表取締役　笠井　浩 木材流通

０４８０－２１－５４５４ 久喜市野久喜５４７－７

27 H27.5.1 346-0002 (有)金沢材木店 東武第０００８号
R6.4.30 ０４８０－２１－５５３４ 代表取締役　針谷　洋之 木材流通

０４８－５５６－２５１０ 行田市宮本３－６

28 H27.10.1 361-0072 (有)吉田材木店 木材加工 行田第００１２号
R6.9.30 ０４８－５５３－００１０ 吉田　博行 木材流通

０４８－７５２－２１１７ 春日部市粕壁東４－５－４

29 H27.10.1 344-0062 浪江商事(有) 春日第００１１号
R6.9.30 ０４８－７５２－２０９３ 代表取締役　浪江　慶一 木材流通

０４８９－６１－５５３８ 越谷市大間野町１－１３０

30 H27.10.1 343-0844 (有)ウチノ 越谷第００２６号
R6.9.30 ０４８９－６１－５５３９ 村尾　久 木材流通

東部－2

製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

春日部市粕壁東４－５－４
浪江商事(有)

代表取締役　浪江　慶一

行田市宮本３－６
(有)吉田材木店

代表取締役　吉田　豊彦

製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

越谷市西新井４５５
(有)青木材木店

久喜市野久喜５４７－７
(有)金沢材木店

代表取締役　針谷　洋之

製材品（構造材 内装材　羽柄材）

代表取締役　青木　良吉

春日部市下蛭田１６９

(有)ウチノ
代表取締役　内埜　高志

製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

加須市騎西３６０
（株）新井材木店

代表取締役　新井　喜雄

半製品（木杭 タイコ挽き）　製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

行田市荒木１４４８
坂巻木材(株)

代表取締役　花井　裕吏

製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

笠井木材(株)
代表取締役　笠井　浩

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具）

製材品（構造材 内装材 羽柄材）　

越谷市大間野町１－１３０



主たる事務所の所在地及び名称

交付年月日 電　 話　 番　 号

次回更新年月日 Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体申請書一覧表（東部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者

令和4年1月1日

認証
NO.

郵便番号 住所・名称・代表者名
業　態　の　種　別

所在地・名称・管理責任者名
木材業・製材業登録番号

　　主な取扱商品

０４８－５５４－２４２０ 行田市持田２０２３

31 H29.7.1 361-0056 （株）ブルケン・マルタマ　行田営業所　 行田第００１５号
R5.6.30 ０４８－５５６－６２４１ 岡部　孝史 木材流通

０４８－９８６－０１０１ 越谷市蒲生2-14-58

32 H29.7.1 343-0838 （株）民部木材 越谷第００１３号
R5.6.30 ０４８－９８７－６０６９ 羽鳥　純平 木材流通

０４８－９９６－０２２５ 八潮市鶴ケ曽根８６４－１

33 H30.5.1 340-0802 モック(株)
R6.4.30 ０４８－９９６－０２２７ 榎本　哲也 木材流通

０４８－７５２－２２０９ 春日部市粕壁東２－１１－１１

34 R2.6.1 344-0062 春日部木材（株） 春日第０００５号
R5.5.31 ０４８－７５２－２２１０ 代表取締役　会田　守秀 木材流通

０４８－７６１－２２２２ 春日部市粕壁２－６－２

35 R2.8.1 344-0061 (有)畑中材木店 春日第００１２号
R5.7.31 ０４８－７６１－２２２１ 代表取締役　関根　賢一 木材流通

東部－3

春日部市粕壁２－６－２

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

行田市持田２０２３
（株）ブルケン・マルタマ 行田営業所

代表取締役　赤星　章博

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵）　木製品（建具　看板　机　テーブル　椅子　オフィス用品）　その他（内装建具　造作材）

(有)畑中材木店
代表取締役　関根　賢一

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

越谷市蒲生2-14-58
（株）民部木材

代表取締役　民部　晃正

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

八潮市鶴ケ曽根８６４－１
モック(株)

代表取締役　榎本　哲也

半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具）

春日部市粕壁東２－１１－１１
春日部木材（株）

代表取締役　会田　守秀



交付年月日

次回更新年月日

素材生産
1 H14.6.1 357-0046

R5.5.31

素材生産
2 H14.6.1 355-0311 木材加工

R5.5.31 木材流通

素材生産

7 H14.6.1 357-0216 西川第００４５号
R5.5.31

素材生産
8 H14.6.1 357-0013 西川第００４０号

R5.5.31 木材流通

10 H14.6.1 357-0111 木材加工
R5.5.31 木材流通

11 H14.6.1 357-0128 木材加工 西川第００８６号
R5.5.31 木材流通

素材生産
13 H14.6.1 357-0111 木材加工

R5.5.31

14 H14.6.1 357-0044 木材加工 西川第００７４号
R5.5.31

西部－1

田中　充宏 ０４２－９７８－０１５５ 田中　充宏

０４２－９７４－１７１７ 飯能市大字芦苅場７７６-１
埼玉林材市場（株） 埼玉林材市場（株）

０４２－９７２－７１６３ 飯能市大字阿須３４３-１
西川広域森林組合 西川広域森林組合

代表理事組合長　小峰　幸平 ０４２－９７２－６１３１ 代表理事組合長　小峰　幸平

比企郡小川町大字高谷２４６６-４/児玉郡神川町下阿久原１８７－２

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板　テーブル　ベンチ）　土木工事用
製品（木製型枠　木製側溝蓋　木製水路盤）　その他（シスイエース）

埼玉県中央部森林組合 埼玉県中央部森林組合
代表理事組合長　設楽　幸裕 ０４９３－７４－４３８５ 畑　俊充

西川第００６０号

小川第０００６号

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

素材（スギ　ヒノキ その他針葉樹）

飯能市大字阿須３４３-１

比企郡小川町大字高谷２４６６-４

代表取締役　上山　　裕久

素材（スギ　ヒノキ その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）

飯能市大字上名栗５４５ ０４２－９７９－００６９ 飯能市大字上名栗５４５

０４９３－７２－１１２５

飯能市大字吾野５５３-１ ０４２－９７８－０１５５ 飯能市大字吾野５５３-１
田中材木店 田中材木店

０４２－９７２－４３３０ 上山　　裕久

西川第００５５号名栗木材 名栗木材
代表　浅見　直行 代表　浅見　直行０４２－９７９－１２２５

素材（スギ　ヒノキ）

飯能市大字芦刈場７７６-１

代表取締役　吉田　貞雄 ０４２－９７７－０３４６ 吉田　貞雄

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材）　土木工事用製品（木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材 内装材 羽柄材）　木製品（テーブル　ベンチ）

飯能市赤沢１０７２ ０４２－９７７－０３０３ 飯能市赤沢１０７２
吉田木材工業（株） 吉田木材工業（株）

（株）丸栄商店 （株）丸栄商店
代表取締役　村野　知弘 代表取締役　村野　知弘０４２－９７３－９７３０

素材（スギ ヒノキ）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

飯能市川寺５５０-１ ０４２－９７２－４６６０ 飯能市川寺５５０-１

飯能市大字上名栗２６４７-１ ０４２－９７９－００３３ 飯能市大字上名栗２６４７-１
西川第００２９号カネス鈴木木材（有） カネス鈴木木材（有）

取締役　鈴木　安治 取締役　鈴木　安治０４２－９７９－１１３６

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　外構部材（防護柵　案内板）　土木工事用製品（木製ブロック　木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）　その他（足場丸太）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

16 H14.6.1 357-0111 木材加工 西川第００８５号
R5.5.31

17 H21.10.1 357-0111 木材加工
R6.9.30

素材生産
19 H14.6.1 357-0211 西川第０００１号

R5.5.31 木材流通

素材生産
21 H14.6.1 357-0204 木材加工

R5.5.31 木材流通

素材生産
22 H14.6.1 357-0203 木材加工

R5.5.31

素材生産
24 H14.6.1 357-0128 木材加工

R5.5.31

素材生産
25 H14.6.1 357-0128 木材加工 西川第００３２号

R5.5.31 木材流通

素材生産
26 H14.6.1 357-0214 木材加工

R5.5.31

西部－2

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　外構部材（防護柵）　土木工事用製品（木製ブロック　木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）

０４２－９７９－００３５ 飯能市大字上名栗１２４６
(株)山栃丸太 (株)山栃丸太
町田　維孝

飯能市大字上名栗１２４６

０４２－９７９－０５４５ 町田　維孝

飯能市大字平戸２０３ ０４２－９７８－１２８６ 飯能市大字平戸２０３
（株）吾野原木センター （株）吾野原木センター

代表取締役　鴨下　文明 ０４２－９７８－１２８７ 代表取締役　鴨下　文明

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

大澤材木店 大澤材木店

代表取締役　小峰　康夫 ０４２－９７８－０１７６ 代表取締役　小峰　康夫

西川第００１５号
飯能市虎秀２３０ ０４２－９７８－２１３２ 飯能市虎秀２３０

大澤　淳０４２－９７８－２１３２大澤　淳

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品(タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

西川第００３８号
飯能市大字長沢９０３ ０４２－９７８－０８４８ 飯能市大字長沢９０３

（有）小峰材木店

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具）

代表取締役　本橋　武久 ０４２－９７７－１４０４ 代表取締役　本橋　武久

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　製材品（構造材　羽柄材）

西川第００８２号
０４２－９７７－００３０ 飯能市大字赤沢２１９

山一木材 山一木材
黒田　豊昭 黒田　豊昭０４２－９７７－２８２６

飯能市大字赤沢２１９

（有）小峰材木店

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品(木杭　タイコ挽き）　　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　　外構部材（塀　防護柵　案内板）

西川第００４７号
飯能市大字南７５９ ０４２－９７７－００７５ 飯能市大字南７５９
（株）田中製材所

飯能市赤沢８６-２ ０４２－９７７－１１１０ 飯能市赤沢８６-２
叶木材（有） 叶木材（有）

代表取締役　本橋　勝 ０４２－９７７－１５００ 代表取締役　本橋　勝

（株）田中製材所

０４２－９７９－０１７６ 飯能市上名栗３６０
前原材木店

前原　繁二

西川第００71号前原材木店
０４２－９７９－１７６０ 前原　繁二

飯能市上名栗３６０

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　羽柄材）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

素材生産
29 H14.6.1 357-0121 木材加工

R5.5.31

30 H14.6.1 357-0013 西川第００２４号
R5.5.31 木材流通

31 H14.6.1 357-0062 木材加工
R5.5.31 木材流通

素材生産
32 H14.6.1 357-0065 木材加工

R5.5.31 木材流通

33 H22.4.1 357-0065 木材加工
R4.3.31

35 H14.6.1 357-0034 木材加工
R5.5.31 木材流通

37 H14.6.1 357-0022 西川第００７８号
R5.5.31 木材流通

38 H14.6.1 357-0066 木材加工
R5.5.31 木材流通

西部－3

０４２－９７２－３１００

代表取締役社長　水野　美和

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）

早野　忠久

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　吉田　宏之 坂本　一０４２－９７３－９２３５

製材品（構造材　羽柄材）

谷口　佳男

飯能市芦苅場３５８-５ ０４２－９７３－２３５１ 飯能市芦苅場３５８-５
柏屋商事（株） 柏屋商事（株）

谷口　佳男

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

０４２－９７７－０３２６

西川第００４８号
飯能市中藤上郷８０－１ ０４２－９７７－００２３ 飯能市中藤上郷８０－１

谷口材木店 谷口材木店

０４２－９７２－１７８１ 梨木　政二

飯能市大河原５１ ０４２－９７２－４２１６ 飯能市大河原５１

素材（スギ　ヒノキ）　土木工事用製品（木製型枠）　その他（仮枠材（バタ角））

西川第００５７号梨木売場 梨木売場
梨木　政二

代表取締役　新井　建司 ０４２－９７４－０３４９ 新井　徳太郎

半製品（木杭）　その他（矢板）

西川第０００５号

０４２－９７２－５５１９ 代表取締役社長　大河原　章吉

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

０４２－９７３－１５２１ 飯能市大河原８９
大河原木材（株） 大河原木材（株） 西川第００１４号
飯能市大河原８９

代表取締役社長　大河原　章吉

飯能市大字永田３３４-１ ０４２－９７２－３５８９
（株）アラ井 （株）アラ井

飯能市大字永田３３４-１

代表取締役　石井　　健之０４２－９８５－６３７８

飯能市東町２７-５ ０４２－９８５－６３７７ 日高市田波目３１５
西川第０００７号

西川第００６３号
飯能市小岩井１０２９-２

水野　美和０４２－９７３－１２０２

０４２－９７２－６０３８

飯能市新光４６－２
ミズノ（株）

早野　忠久 ０４２－９７２－８５３２
早野材木店 早野材木店

飯能市小岩井１０２９-２

製材品（内装材）　木製品（家具）

（株）石井ウッド （株）石井ウッド
代表取締役　石井　　健之

ミズノ（株）
飯能市新光４６－２



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

42 H14.6.1 350-0052 川越第００１８号
R5.5.31 木材流通

44 H14.6.1 350-1101 川越第０００９号
R5.5.31 木材流通

45 H14.6.1 350-0827
R5.5.31 木材流通

素材生産
50 H14.6.1 358-0014 木材加工

R5.5.31 木材流通

53 H14.6.1 350-2211
R5.5.31 木材流通

58 H14.6.1 352-0011 朝霞第００３７号
R5.5.31 木材流通

60 H14.6.1 351-0014 木材加工 朝霞第０００９号
R5.5.31 木材流通

61 H14.6.1 351-0014 朝霞第００３２号
R5.5.31 木材流通

西部－4

川越市大字的場１８１１ ０４９－２３１－１３７０ 川越市大字的場１８１１
（有）栗原木材

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（建具 看板）

代表取締役　栗原　浩 ０４９－２３１－１３７６ 代表取締役　栗原　浩

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板）　土木工事用製品（木製ブロック）

（有）栗原木材

代表取締役　鈴木　健二 ０４９－２２２－４８６３

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

川越第０００７号
０４９－２２２－４６４５ 川越市大字寺山１３６－１

山口　泰範

川越市大字寺山１３６－１
（株）カワモク （株）カワモク

　荻野　文夫
三ヶ島製材（株）

入間市宮寺４８６
三ヶ島製材（株）

鶴ヶ島市脚折町１-１８-３６ ０４９－２８６－５９８１ 鶴ヶ島市脚折町１-１８-３６/新座市菅沢１－９－２０

素材（スギ　 ヒノキ）　　半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子）　その他（集成材）　

西入第００11号

代表取締役　根本　元始代表取締役　根本　元始 ０４９－２２２－９４２６
丸ネ木材（株）

川越市宮下町１-３-１２ ０４９－２２２－０５７０
丸ネ木材（株）

川越市宮下町１-３-１２

武田　洋一

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

入間市宮寺４８６ ０４－２９３４－２０１８

代表取締役　荻野　喜美雄

代表取締役　関根　大介 ０４８－４６１－７２８１ 代表取締役　関根　大介

０４８－４６７－４１４１ 朝霞市膝折町３-１-３６

（有）丸宝
新座市野火止６-１９-３

（有）丸宝

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（建具　机　テーブル　ベンチ　椅子）

代表取締役　坂東　啓隆 ０４８－４８１－５４３６ 吉沢  泰行

０４－２９３４－４７７９

東京新宿木材市場（株）鶴ヶ島売場 東京新宿木材市場（株）鶴ヶ島売場/埼玉センター

取締役社長　中村　司 ０４９－２８６－５７４３

０４８－４７７－６３２６ 新座市野火止６-１９-３

代表取締役　大橋　敏弘

朝霞市膝折町３-１-３６

半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　テーブル　ベンチ　椅子）

朝霞市膝折町３-４-４０ ０４８－４６１－０１４４ 朝霞市膝折町３-４-４０

（有）大橋住宅資材 （有）大橋住宅資材
０４８－４６７－００６１ 代表取締役　大橋　敏弘

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）

初雁木材（有） 初雁木材（有）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

62 H14.6.1 350-0061 木材加工
R5.5.31 木材流通

65 H14.6.1 350-0206 西部第００２０号
R5.5.31 木材流通

66 H14.6.1 357-0013 木材加工
R5.5.31 木材流通

素材生産
69 H14.8.1 355-0365 木材加工

R5.7.31 木材流通

素材生産
70 H14.8.1 355-0357 木材加工

R5.7.31 木材流通

76 H14.8.1 357-0128 木材加工
R5.7.31

素材生産
79 H14.12.1 355-0323 木材加工 小川第０００２号

R5.11.30 木材流通

素材生産
83 H14.12.1 355-0221 木材加工

R5.11.30 木材流通

西部－5

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具）　土木工事用製品（木製型枠）

代表取締役　馬場　崇

川越市喜多町４-６ ０４９－２２２－００２８ 川越市喜多町４-６
川越第０００８号共和木材（株） 共和木材（株）

代表取締役　馬場　崇 ０４９－２２２－０４５６

代表取締役　新井　　茂　

（株）関口材木店

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

株式会社フォレスト西川

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

岡部材木店 岡部材木店
岡部　隆幸 ０４２－９７７－２４９１ 岡部　隆幸

西川第００２１号

（株）新井材木店

素材（スギ　ヒノキ　ケヤキ）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　その他（建具用平割材　磨き丸太）

安藤　正一郎

０４９３－６５－４７７０

坂戸市大字中小坂１０１-２ ０４９－２８１－７２０７ 坂戸市大字中小坂１０１-２

比企郡ときがわ町大字田中４０９
ときがわ木材（有）

代表取締役　関口　悟史

飯能市大字芦苅場７０８-１ ０４２－９７１－２６２２

松村木材

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

ときがわ木材（有）

松村　至 ０４９３－６７－０３８０

比企郡ときがわ町椚平６０９－１

（株）関口材木店

都幾第０００２号

株式会社フォレスト西川 西川第００６８号

代表取締役　関口　悟史

飯能市大字芦苅場７０８-１/飯能市阿須５２３－１

０４９－２８２－１１８７

都幾第０００５号

飯能市赤沢２３８ ０４２－９７７－０１０１ 飯能市赤沢２３８

代表取締役社長　原　昌彦 ０４２－９７３－３３９５ 梨木　弘隆

比企郡ときがわ町大字田中４０９

代表取締役　田中　進

松村木材
松村　至

０４９３－６５－４７７２ 代表取締役　田中　進

比企郡ときがわ町椚平６０９－１ ０４９３－６７－１７６０

比企郡小川町下里１３５９ ０４９３－５９－９５８７

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　案内板）　木製品（建具　看板　テーブル　ベンチ）

比企郡小川町下里１４５３
安藤林業研究所 安藤林業研究所

素材（スギ　ヒノキ　ケヤキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　羽柄材）　木製品（テーブル　ベンチ）　

０４９３－６２－５６５３ 代表取締役　新井　　茂　

比企郡嵐山町大字菅谷２２２-３

０４９３－５９－９５８８ 安藤　正一郎

小川第０００１号
０４９３－６２－２１５６ 比企郡嵐山町大字菅谷２２２-３

製材品（内装材）

（株）新井材木店



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

素材生産
84 H14.12.1 355-0216 木材加工

R5.11.30 木材流通

85 H14.12.1 355-0331 木材加工
R5.11.30 木材流通

89 H14.12.1 355-0332 木材加工
R5.11.30 木材流通

100 H15.10.1 352-0004 朝霞第０００３号

R6.9.30 木材流通

102 H22.7.1 355-0137

R4.6.30 木材流通

素材生産

105 H15.10.1 350-1227 木材加工

R6.9.30

素材生産 　

108 H16.3.1 357-0201 木材加工 西川第００８１号
R4.2.28 木材流通 　

素材生産 　

112 H22.9.1 355-0364 木材加工 都幾第０００１号

R4.8.31 木材流通 　

西部－6

西部第００４２号

０４９３－５４－３５４９ 代表取締役　田辺　修一

比企郡小川町大字増尾１-３

（株）　森田建設緑化

比企郡吉見町大字久保田１４４９
（有）田辺材木店

０４９３－５９－１１０２

０４２－９８９－２６９０ 日高市女影６８７

比企郡ときがわ町西平２５４８-５比企郡ときがわ町西平２５４８-５ ０４９３－５９－１１０１

代表理事　田中　進

飯能市大字北川６５２

協同組合彩の森とき川
代表理事　田中　進

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（テーブル）

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

小川第０００７号

製材品（羽柄材）　その他（パレット　木箱（梱包材））

比企郡小川町大字増尾１-３

代表取締役　嶌田　修夫

代表取締役　井出　正明
（株）井出材木店 （株）井出材木店

代表取締役　井出　正明 ０４８－４７８－３０４７

０４９３－７２－１３５４ 代表取締役　嶌田　修夫

０４９３－７２－１１１６
(株)シマダウッド (株)シマダウッド

吉田材木店 吉田材木店

（有）高橋ウッドシステム （有）高橋ウッドシステム/同　工場
代表取締役　髙橋　喜重郎 ０４９３－６２－８４１１ 髙橋　喜重郎

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板） 木製品（看板　机　テー
ブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

新座市大和田１-３－２１ ０４８－４７８－３０８３ 新座市大和田１-３－２１

代表　吉田　修久 ０４９３－７４－１３５５ 代表　吉田　修久

０４２－９８５－１６１９ 代表取締役　高橋　昇作

西川第００４４号（有）高橋材木店 （有）高橋材木店

代表取締役　森田　美明 ０４２－９７８－１４７３

飯能市大字北川６５２
（株）森田建設緑化

代表取締役　高橋　昇作

０４２－９７８－０３０６

素材（スギ　ヒノキ　その他広葉樹）　半製品（木杭）製材品（構造材　内装材　羽柄材）

比企郡小川町大字靱負５５６ ０４９３－７２－５０２１ 比企郡小川町大字靱負５５６

比企郡嵐山町むさし台３-２８-１ ０４９３－６２－５４２２ 比企郡嵐山町むさし台３-２８-１/比企郡嵐山町志賀５８５

小川第０００９号

（有）田辺材木店

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　森田　美明

日高市女影６８７

小川第００１９号

素材（スギ　ヒノキ　ケヤキ）　半製品（木杭　タイコ挽き）

協同組合彩の森とき川

比企郡吉見町大字久保田１４４９ ０４９３－５４－０２１３

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）

代表取締役　田辺　修一



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

　

113 H17.3.11 350-0323 木材加工 西部第００１２号
R5.3.10 木材流通 　

素材生産 　

114 H17.10.1 357-0125 木材加工 西川第０００９号
R5.5.31 　

　
120 H20.6.25 357-0013 木材加工 西川第００６２号

R5.6.24 木材流通 　

124 H21.3.9 350-0411 木材加工 西部第００３３号
R6.3.8 木材流通

素材生産
125 H21.11.1 355-0333 木材加工 小川第００２３号

R6.10.31 木材流通

129 H21.11.1 355-0344 小川第００２８号
R6.10.31 木材流通

144 H22.5.1 350-1335 木材加工 入間第００１３号
R4.4.30 木材流通

素材生産
145 H22.7.1 350-0424 木材加工 西部第００４３号

R4.6.30 木材流通

西部－7

代表取締役　鷹觜　典之 ０４９３－６５－４５１６ 鷹觜　典之

竹内木材工業（株） 竹内木材工業（株）
亀山　正義 ０４－２９５３－３４５４ 忽滑谷　秀光

製材品（構造材　羽柄材）

島田　則彦

日本住建（株） 日本住建（株）
０４２－９７３－１８７８ 薩日内　貴志

飯能市大字芦苅場３５８－１

０４９３－７３－２１３４ 笠原　和樹

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（建具）

比企郡ときがわ町大字日影２５０ ０４９３－６５－４５１１ 比企郡ときがわ町大字日影２５０
東洋ハウス建材（株） 東洋ハウス建材（株）

０４２－９７７－００６３

０４９－２９６－１５８８

石原材木店 石原材木店

０４９－２９６－１２２１

代表取締役　松本　重人

飯能市大字上赤工１７６ ０４２－９７７－００６３ 飯能市大字上赤工１７６

比企郡鳩山町大字小用1217-4
（有）共和木材
松本　美千代

（有）共和木材
比企郡鳩山町大字小用1217-4

素材（スギ　ヒノキ）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ）

比企郡小川町大字飯田１９３
（有）笠原材木店 （有）笠原材木店

半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　羽柄材）　その他（測量杭）

入間郡越生町大字黒岩２１７ ０４９－２９２－５７１９ 入間郡越生町大字黒岩２１７

石原　誠

代表取締役社長　和田　保

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

石原　實

飯能市大字芦苅場３５８－１ ０４２－９７２－２１９６

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　

（株）内山木材建設 （株）内山木材建設

比企郡小川町大字飯田１９３０４９３－７２－０１０９

代表取締役　内山　淳実 ０４９－２９２－５７６０ 代表取締役　内山　淳実

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具　机　テーブル）　

代表取締役　笠原　和樹

狭山市柏原２５ ０４－２９５３－４３０７ 狭山市柏原２５

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　案内板）

入間郡越生町黒山４－１ ０４９－２９２－３８１８ 入間郡越生町黒山４－１
（有）島田木材 （有）島田木材

島田　則彦 ０４９－２９２－３９２７



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

素材生産
146 H22.9.1 355-0311 木材加工 小川第００２２号

R4.8.31 木材流通

149 H23.9.1 350-0212 西部第０００１号
R5.8.31 木材流通

素材生産
151 H24.3.1 357-0205 木材加工 西川第００９４号

R6.2.28 木材流通

152 H24.3.1 357-0122 木材加工 西川第００９３号
R6.2.28 木材流通

155 H25.4.24 350-1223 入間第００１５号
R4.4.23 木材流通

156 H25.4.24 359-0002 木材加工 所沢第０００２号
R4.4.23 木材流通

素材生産
157 H25.4.24 359-0036 木材加工 所沢第０００３号

R4.4.23 木材流通

158 H25.4.24 359-0032 所沢第０００４号
R4.4.23 木材流通

西部－8

製材品（構造材）　木製品（建具）

比企郡小川町高谷２５０４－１８ ０４９３－7２－１８３３ 比企郡小川町高谷２５０４－１８
小川木材建具工業協同組合 小川木材建具工業協同組合

理事長　小久保　繁 ０４９３－７４－０６７２ 理事長　小久保　繁

半製品（木杭）　製材品（内装材　羽柄材）　外構部材（防護柵）　木製品（建具）

所沢市中新井２－３６８－５

日高市高富６２－８ ０４２－９８４－３２２５ 日高市高富６２－８
（有）中島材木店 （有）中島材木店

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　中島　大輔 ０４２－９８４－３２２７ 代表取締役　中島　大輔

０４２－９７０－３３６６ 代表理事　本橋　武久

ＮＰＯ法人西川・森の市場 ＮＰＯ法人西川・森の市場
代表理事　井上　淳治 ０４２－９７０－２１８８

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

坂戸市石井１９４４ ０４９－２８１－０２４３ 坂戸市石井１９４４
(株)池田材木店 (株)池田材木店

代表取締役　池田　貴之

所沢資材（株） 所沢資材（株）

０４－２９４２－１０５９ 所沢市中富９８１－１

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

飯能市大字中藤中郷４００番地１ ０４２－９７０－３３５５ 飯能市大字中藤中郷４００番地１

飯能市白子１５７－１ ０４２－９７０－２１７７ 飯能市白子１５７－１

代表理事　井上　淳治

協同組合西川地域木質資源活用センター 協同組合西川地域木質資源活用センター
代表理事　本橋　武久

田中木材（株） 田中木材（株）

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材）　外構部材（塀）　木製品（建具）　

所沢市若松町８５２番地 ０４－２９９２－０２３１ 所沢市若松町８５２番地

０４９－２８１－０４７０ 池田　貴之

代表取締役　田中　孝之 ０４－２９９４－２５７８ 田中　孝之

（有）だんばら材木店 （有）だんばら材木店
檀原　昌宏 ０４－２９４２－１０７２ 檀原　昌宏

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

所沢市旭町２４－１８ ０４－２９９４－２５７５ 所沢市旭町２４－１８

０４－２９９８－０５７０ 本橋　孝敏

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　本橋　孝敏



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

159 H25.4.24 359-0024 木材加工 所沢第０００５号
R4.4.23 木材流通

162 H25.7.1 359-1106 所沢第０００７号
R4.6.30 木材流通

163 H25.7.1 355-0341
R4.6.30 木材流通

164 H25.9.1 359-1165
R4.8.31 木材流通

素材生産
165 H26.6.1 357-0212 木材加工 西川第００８７号

R5.5.31 木材流通

166 H26.6.1 359-0021 所沢第０００９号
R5.5.31 木材流通

167 H26.6.1 350-1211 西川第００９６号
R5.5.31 木材流通

168 H26.6.20 350-0258 西部第００１１号
R5.6.19 木材流通

西部－9

所沢市下安松６０８－６ ０４－２９４４－２１０１ 所沢市下安松６０８－６
（株）マルテン （株）マルテン

代表取締役　井川　和豊 ０４－２９４４－３０３０ 代表取締役　井川　和豊

所沢市東狭山ケ丘６－２７８３－８ ０４－２９２５－２７１６ 所沢市東狭山ケ丘６－２７８３－８

所沢第００１０号（株）佐久間材木店 （株）佐久間材木店
代表取締役　佐久間　幸恵 ０４－２９４９－３１８８

（有）小野田材木店
代表取締役　小野田　八郎 ０４９３－６５－３９３７ 小野田　享

（有）一郎 （有）一郎
森脇　一郎 ０４－２９２５－０７１６

（有）小野田材木店

佐久間　幸恵

比企郡ときがわ町田黒１５１

所沢市堀之内１７２８－２ ０４－２９４８－２６９１ 所沢市堀之内１７２８－２

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

日高市森戸新田７９－１

飯能市虎秀３６－４

所沢市東所沢５－６－２１ ０４－２９４４－３２３０ 所沢市東所沢５－６－２１

(有)木下材木店 (有)木下材木店

飯能市大字井上８１６－８ ０４２－９７８－２２２７

０４２－９８４－２２７７ 日高市森戸新田７９－１
(株)ダイワコム　埼玉本店 (株)ダイワコム　埼玉本店
代表取締役　石塚　匡史 ０４２－９８４－２２８８ 小林　正芳

製材品（構造材　羽柄材）

坂戸市北峰６５－１ ０４９－２８１－２０５７ 坂戸市北峰６５－１

木下　潤一 ０４９－２８４－４０２０ 木下　潤一

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（タイコ挽き　木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）　土木
工事用製品（木製型枠　木製側溝蓋）

半製品（丸棒）　製材品（羽柄材）　木製品（椅子）　土木工事用製品（木製型枠）

(有)中里材木店 (有)中里材木店
中里　雄一 ０４－２９４４－６０４２ 中里　雄一

森脇　一郎

都幾第０００６号

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（防護柵）

半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵）　木製品（テーブル）

比企郡ときがわ町田黒１５１ ０４９３－６５－０３３０

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（丸棒）　製材品（構造材　内装材）　外構部材（塀）　木製品（建具）

（株）フォレスト萩原 （株）フォレスト萩原
代表取締役　萩原　信一 ０４２－９７８－２２２７ 代表取締役　萩原　信一

素材（スギ　ヒノキ）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

169 H26.8.1 358-0003 西部第０００１号
R5.7.31 木材流通

171 H27.4.1 357-0046 西川第００６５号
R6.3.31 木材流通

素材生産
175 H27.10.1 350-0411 木材加工 西部第００３９号

R6.9.30 木材流通

178 H28.4.1 355-0016 西部第００３４号
R4.3.31 木材流通

179 H28.6.1 350-1246 西川第００７０号
R4.5.31 木材流通

180 H28.6.1 350-1325 木材加工 西川第００９７号
R4.5.31 木材流通

181 H28.12.1 356-0059 入間第０００９号
R4.11.30 木材流通

182 H28.12.1 351-0014 木材加工 朝霞第００４８号
R4.11.30 木材流通

西部－10

(株)ハンモク (株)ハンモク

入間市豊岡１－４－２９ ０４－２９６２－３０５５

０４－２９６２－３２８３ 代表取締役　粕谷　康一郎

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

入間市豊岡１－４－２９
(有)粕谷材木店 (有)粕谷材木店

代表取締役　粕谷　康一郎

(株)タカキ　狭山事業所 (株)タカキ プレカット狭山工場/日高工場

飯能市阿須下河原８５１番地 ０４２－９７２－３１５１ 飯能市阿須下河原８５１番地

入間郡越生町黒岩１３５

石井　秀和

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板　テーブル
ベンチ　椅子）　土木工事用製品（木製ブロック　木製型枠　木製タイル）

(株)武蔵 (株)武蔵
代表取締役　石井　幸治 ０４９－２９２－２６３９

狭山市根岸大道東６４９－１ ０４－２９５３－９１９６ 狭山市根岸大道東６４９－１/日高市原宿５１４－１

代表取締役　武田　竹史 ０４２－９７４－２７０８ 代表取締役　武田　竹史

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

製材品（構造材　羽柄材）

東松山市材木町１０－１２ ０４９３－２２－０１５０ 東松山市材木町１０－１２
(有)山岸材木店 (有)山岸材木店

山岸　久忠 ０４９３－２２－５０８１ 山岸　典一

０４２－９８９－１０１３ 日高市梅原６８

入間郡越生町黒岩１３５ ０４９－２９２－２６７２

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

日高市梅原６８
(有)堀口製材 (有)堀口製材

取締役　堀口　洋一郎 ０４２－９８５－８４９０ 取締役　堀口　洋一郎

米澤　秀人

製材品（構造材　羽柄材）

髙木　裕 ０４－２９５３－９１３１

小川　善男

木造住宅用プレカット製品

ふじみ野市桜ヶ丘１－３７－４６ ０４９－２６２－０８９２ ふじみ野市桜ヶ丘１－３７－４６
嶋村木材(株) 嶋村木材(株)

代表取締役　嶋村　繁 ０４９－２６４－８８０８ 代表取締役　嶋村　繁

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（建具　机　テーブル）　

朝霞市膝折町４－２１－２２ ０４８－４６８－３３１１ 児玉郡美里町大字猪俣１０２８－２
(株)ＥＷＢトーア (株)ＥＷＢトーア

代表取締役会長　伊藤　泰彦 ０４８－４６０－２６８０



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（西部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
認証
NO.

　　主な取扱商品

183 H28.12.1 350-2203 西部第００２９号
R4.11.30 木材流通

184 H28.12.1 355-0002 木材加工 西部第００４５号
R4.11.30 木材流通

185 H30.5.1 353-0002 朝霞第００３０号
R6.4.30 木材流通

186 H15.7.1 350-0403
R6.6.30 木材流通

素材生産
187 R3.8.1 355-0366 木材加工 都幾第０００４号

R6.7.31 木材流通

西部－11

志木市中宗岡３－３－８ ０４８－４７３－０５９０ 志木市中宗岡３－３－８
(株)ナバケン (株)ナバケン

(株)山田 (株)山田
０４９－２８５－２３１１ 鶴ヶ島市上広谷６１

０４９３－３９－３１１１ 東松山市東平１８１７－８
(有)にえだ木材商事 (有)にえだ木材商事

０４９－２８５－５４１１ 代表取締役　山田　吉徳

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

比企郡ときがわ町大野103 ０７０－７５４２－８９３３ 比企郡ときがわ町大野103

鶴ヶ島市上広谷６１

代表取締役　贄田　和巳 ０４９３－３９－１４８１ 贄田　一浩

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベ
ンチ　椅子）　土木工事用製品（木製型枠　木製水路盤）

代表取締役　名畑　崇 ０４８－４７４－９０７７ 代表取締役　名畑　崇

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

入間郡越生町大谷352 ０４９－２９２－８１００ 入間郡越生町大谷352
ナイス（株）埼玉木材営業所 ナイス（株）埼玉木材営業所

篠原　大介 ０４９－２９２－８１０２ 篠原　大介

製材品（羽柄材）

(有)松野屋産業 (有)松野屋産業
代表　山口　敏彦 なし 代表　山口　敏彦

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　羽柄材）　

代表取締役　山田　吉徳

東松山市東平１８１７－８



交付年月日

次回更新年月日

2 H14.6.1 369-1203 寄居第０００９号
R5.5.31 木材流通

3 H14.8.1 369-1202 木材加工 寄居第００１６号
R5.7.31 木材流通

4 H14.8.1 360-0031 熊谷第００２８号
R5.7.31 木材流通

5 H14.8.1 360-0024
R5.7.31 木材流通

6 H14.12.1 361-0084 行田第０００８号
R5.11.30 木材流通

12 H15.7.1 369-1105 木材加工
R6.6.30

13 H15.10.1 369-1202 木材加工 寄居第０００７号

R6.9.30 木材流通

14 H22.9.1 369-1223 木材加工 寄居第０００８号

R4.8.31 木材流通

北部-1

深谷市本田７０８０－８

製材品（構造材　羽柄材）　

大里郡寄居町大字三ヶ山３８９-５ ０４８－５８１－７８０３ 大里郡寄居町大字三ヶ山３８９-５

代表取締役　杉山　卓司 ０４８－５８１－７８０６ 代表取締役　杉山　卓司

０４８－５２６－１０１1

理事長　田中　初男

（株）サイモクホーム （株）サイモクホーム

行田市大字南河原１５９０－１ ０４８－５５７－２３２３ 行田市大字南河原１５９０－１

（株）関口材木店

０４８－５８１－０１５４ 大里郡寄居町大字桜沢５６６

社会福祉法人幸仁会　川本園

取締役社長　杉山　佳司

半製品（木杭　板挽き）　　製材品（内装材　羽柄材）　　土木工事用製品（木製型枠　バタ角）　

素材（スギ　ヒノキ）　外構部材（案内板）　木製品（看板　机　テーブル　ベンチ　椅子）　その他（時計　ペン立て　写真立て　印鑑ケース等）

大里郡寄居町大字桜沢５６６

埼玉木材工業（株） 埼玉木材工業（株）

理事長　田中　初男 ０４８－５８３－７２７７

０４８－５８１－４５５７ 杉山　佳司

社会福祉法人幸仁会　川本園
深谷市本田７０８０－８ ０４８－５８３－５９０８

（株）酒井材木店

大里郡寄居町桜沢９９７－５ ０４８－５８１－４７２１ 大里郡寄居町桜沢９９７－５

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（防護柵　案内板）　木製品（机　テーブル）土木工事用製品（木製ブロック）

素材(スギ　ヒノキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（内装材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板　テーブル　ベンチ）　土木工事用製品（木製ブロック
木製ガードレール）　その他（丸太階段　植木支柱用長丸太　土留杭丸太　キャンプ用薪　まるちベンチ）

（株）関口材木店

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　製材品（構造材　内装材）　木製品（建具）

熊谷市問屋町４-２-７
石山商工（株）

安達　信一

熊谷市問屋町４-２-７

代表取締役　石山　洋一 ０４８－５２４－０１０２

外構部材（防護柵　案内板）　木製品（看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

石山商工（株）
０４８－５２４－５５８１

大和屋（株） 大和屋（株）
代表取締役　黒田　小源治

熊谷市末広２－１１８ ０４８－５２６－１００８ 熊谷市末広２－１１８

栗原　千尋

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（北部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業 態 の 種 別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

０４８－５８１－００３２

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

代表取締役　津久井　大雄 代表取締役　津久井　大雄

取締役社長　関口　一馬

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

大里郡寄居町大字寄居９０９ ０４８－５８１－４５５４ 大里郡寄居町寄居１３８６

取締役社長　関口　一馬 ０４８－５５７－２３２４

山栃丸太(株) 山栃丸太(株)
０４８－５８１－４７２１ 町田　昌之町田　昌之

（株）酒井材木店



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（北部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業 態 の 種 別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

17 H17.10.1 360-0843 木材加工 熊谷第０００５号
R5.9.30 木材流通

素材生産
19 H19.12.10 369-1101 木材加工 寄居第００0５号

R4.12.9 木材流通

素材生産
21 H23.7.1 369-1105 木材加工 寄居第００0４号

R5.6.30 木材流通

22 H23.12.16 367-0224 木材加工
R5.12.15 木材流通

23 H24.3.1 369-0108 木材加工 熊谷第００３０号

R6.2.28 木材流通

24 H24.3.1 360-0816 木材加工 熊谷第０00３号

R6.2.28 木材流通

25 H24.7.1 360-0816 熊谷第０0２４号

R6.6.30 木材流通

27 H26.1.1 367-0216 児玉第０００３号

R4.12.31 木材流通

北部-2

製材品（構造材 羽柄材）

代表取締役　松本　泰典 ０４８－５２３－２２００ 太田　尚郁

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（ 塀 ）

０４８－５２３－２２８８ 熊谷市石原８０４－５
（株）松本材木店 （株）松本材木店

０４８－５２１－２１１５ 代表取締役　坂本　幸雄

製材品（構造材 内装材  羽柄材） 木製品（机 テーブル） 土木工事用製品(木製型枠）

（株）新井工務店内 川本木材工業
代表取締役　新井　一好 ０４８－５８３－２１４８ 代表取締役　新井　一好

熊谷市船木台４－６ ０４９３－３６－２２３８ 熊谷市船木台４－６
ハイビック(株)大里事業所 ハイビック(株)大里事業所

代表取締役　森　信芳 ０４９３－３６－２２３７ 坂本　大理

製材品（構造材 羽柄材）

熊谷市石原１－１３２ ０４８－５２１－０９１４ 熊谷市石原１－１３２
(株)ウッディー坂本 (株)ウッディー坂本

代表取締役　坂本　幸雄

河野木材工業(株)

素材（スギ ヒノキ その他針葉樹 ケヤキ その他広葉樹） 半製品（木杭 タイコ挽き） 製材品（構造材 羽柄材） 外構部材（案内板）

河野木材工業(株)
代表取締役　河野　勝紀 ０４８－５８３－２４０２ 代表取締役　河野　勝紀

深谷市本田３６５

本庄市児玉町高柳２６０ ０４９５－７２－９５５８ 本庄市児玉町高柳２６０
（株）篠原商店 （株）篠原商店　埼玉県児玉第2工場

代表取締役　篠原　雄一郎 ０４９５－７２－９５７８ 堀米　健

熊谷市石原８０４－５

熊谷木材工業（株） 熊谷木材工業（株）

素材（スギ ヒノキ その他針葉樹 ケヤキ その他広葉樹） 半製品（木杭 タイコ挽き 丸棒） 製材品（製造材 内装材 羽柄材） 外構部材（防護柵 塀 案内板） 木製品（建具 看板 机 テーブル ベ
ンチ 椅子） 土木工事用製品(木製ブロック 木製型枠 木製側溝蓋　木製水路盤 木製ガードレール 木製歩道境界ブロック）

深谷市長在家１７２６ ０４８－５８３－２１３６ 深谷市長在家１７２６
川本木材工業

０４８－５８３－３８５１

代表取締役　飯塚　秀司 ０４８－５３２－８６６３ 代表取締役　飯塚　秀司

半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）　土木工事用製品
（木製ブロック　木製型枠　木製側溝蓋　木製水路盤 木製タイル　木製ガードレール 木製歩道境界ブロック）

深谷市本田３６５

熊谷市大字三ヶ尻４２７１－１ ０４８－５３３－７２７５ 熊谷市大字三ヶ尻４２７１－１

本庄市児玉町金屋１２１４ ０４９５－７２－１５８３ 本庄市児玉町金屋１２１４
（株）飯野材木店 （株）飯野材木店

代表取締役　飯野　一明 ０４９５－７２－６９７２ 代表取締役　飯野　一明

製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　土木工事用製品（木製型枠）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（北部地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業 態 の 種 別 木材業・製材業登録番号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

28 H26.1.1 360-0201 熊谷第０0１７号

R4.12.31 木材流通

31 H27.10.1 366-0824 寄居第００２２号

R6.9.30 木材流通

35 H29.10.1 369-1105 木材加工
R5.9.30

36 R2.6.1 367-0217 児玉第００１３号

R5.5.31 木材流通

37 R2.6.1 367-0035 寄居第００２３号

R5.5.31 木材流通

北部-3

 製材品（構造材　内装材　羽柄材）

施設長　曽根　知華美

その他（木製小物加工）

本庄市児玉町八幡山２７３－２ ０４９５－７２－５５２５ 本庄市児玉町八幡山２７３－２
新木 新木

新井　良明 ０４９５－７２－４８０６ 新井　良明

齋藤　明久

本庄市西富田２８１－１

深谷市西島町西島４－２－３９
（合）野口材木店 （合）野口材木店

野口　純男

深谷市本田５２４３－１ ０４８－５８３－５７７７ 深谷市本田５２４３－１
社会福祉法人幸仁会　ウッドワーク川本 社会福祉法人幸仁会　ウッドワーク川本

施設長　曽根　知華美

(有)マルエー (有)マルエー

 製材品（構造材　内装材　羽柄材）

代表取締役　竹並　達也 ０４９５－２３－３９７９

０４９５－２５－３００１ 本庄市西富田２８１－１

深谷市西島町西島４－２－３９ ０４８－５７１－０３４９

０４８－５７１－０３４９ 野口　純男

素材（スギ ヒノキ その他針葉樹） 半製品（木杭） 土木工事用製品（木製型枠）

０４８－５８３－７７９７

代表取締役　田沼　勲 ０４８－５８８－５１５３ 田沼　健司

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

熊谷市妻沼１１４４－１ ０４８－５８８－０６２１ 熊谷市妻沼１１４４－１
田沼木材（株） 田沼木材（株）



交付年月日

次回更新年月日

素材生産
1 H14.6.1 369-1802 木材加工

R5.5.31 木材流通

2 H14.6.1 368-0202 木材加工
R5.5.31 木材流通

3 H14.6.1 368-0022 木材加工
R5.5.31

5 H14.6.1 368-0072 木材加工
R5.5.31 木材流通

素材生産
8 H14.6.1 369-1895 木材加工

R5.5.31 木材流通

素材生産
9 H14.8.1 368-0034 木材加工 埼木協第００３号

R5.7.31 木材流通

素材生産
14 H17.1.1 368-0201 木材加工

R4.12.31

15 H17.1.1 368-0101 木材加工
R4.12.31

秩父-1

秩父市寺尾２７１８－１
秩父広域森林組合 秩父広域森林組合　木材センター

秩父市日野田町１－７－１０

秩父市下影森１８１０４９４－２２－２８２１

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　丸棒）

秩父市下影森１８１
（株）ウッディーコイケ

代表取締役社長　小池　文喜 ０４９４－２４－０８５５

０４９４－２６－５２３１

代表理事組合長　吉田　廣文 ０４９４－２６－５２３２ 門平　宗久

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板　ベンチ）
土木工事用製品（木製ブロック　木製型枠　木製側溝蓋　木製水路盤　木製タイル　木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）　その他（もちすぎ　外構用木材　ホウ酸注入処理）

代表取締役　　金子　真治
金子製材（株）

代表取締役　今井　敏夫 ０４９４－７９－１１５７

秩父第０００６号

秩父第００１５号

千島　巧
（株）ウッディーコイケ

その他（プレカット）

代表取締役　　金子　真治

東洋産業(有)

秩父郡横瀬町大字横瀬５８５９-２
金子製材（株）

０４９４－２２－３９０７

０４９４－２２－６１５６

秩父市中宮地町３２-１５
東洋産業(有)

秩父郡横瀬町大字横瀬５８５９-２ ０４９４－２２－６１５５

林　清貴

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材(塀）　木製品(建具　テーブル　ベンチ）　その他（集成材　不燃材　準不燃
材）

０４９４－２２－２１５５

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（秩父地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

　　主な取扱商品

０４９４－７９－０８９７ 秩父郡小鹿野町両神薄７２５６
丸幸木材

（有）小林製材所
秩父市荒川上田野９９６－１

（有）小林製材所
代表取締役　小林　隆

秩父郡小鹿野町両神小森５２４

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　羽柄材）　　

秩父第０００８号

秩父第０００３号

その他（木材チップ）

秩父市中宮地町３２-１５

０４９４－７９－１１５５
両神林産加工（株）

代表取締役　今井　敏夫
両神林産加工（株）

代表取締役　小林　隆

秩父郡小鹿野町両神小森５２４

秩父第０００４号
０４９４－５４－１０１２

０４９４－５４－２１２７

秩父市荒川上田野９９６－１

代表取締役　林　清貴

久保　光正

横田　武芳 ０４９４－７５－４０２８ 横田　武芳
横田木材(株) 横田木材(株) 秩父第００１４号

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹） 半製品（木杭　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（防護柵　案内板）　木製品（看板　ベンチ　椅子）　その他（パレット用木材　薪）

秩父第００１３号

秩父郡小鹿野町下小鹿野２５６３-１ ０４９４－７５－０４５０

０４９４－７９－１１５０ 久保　光正

秩父郡小鹿野町両神薄７２５６
丸幸木材

秩父郡小鹿野町下小鹿野２５６３－１

製材品（構造材　内装材　羽柄材）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（秩父地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

　　主な取扱商品

素材生産
18 H17.1.1 369-1504 　

R4.12.31  

 
19 H17.10.1 368-0053 　 木材加工

R5.9.30 木材流通

20 H22.7.1 368-0105
R4.6.30 木材流通

21 H23.6.1 369-1301 木材加工
R5.5.31

22 H24.7.1 368-0072
R6.6.30 木材流通

素材生産
23 H25.9.1 368-0103 木材加工

R4.8.31 木材流通

24 H28.12.1 369-1871
R4.11.30 木材流通

25 H28.12.1 368-0035
R4.11.30 木材流通

秩父-2

秩父郡小鹿野町小鹿野２０３８ ０４９４－７５－１１５５ 秩父郡小鹿野町小鹿野２０３８
日建木材株式会社 日建木材株式会社

代表取締役　今井　敏夫 ０４９４－７５－１１５６ 常木　直行

代表取締役　串田　倉一

代表取締役　山本　潔

秩父市吉田石間２６３１

秩父市久那下落合２０３６ ０４９４－２１－７４３０ 秩父市久那下落合２０３６
グレーハウンド工業㈱ グレーハウンド工業㈱

０４９４－２１－７４３１ 代表取締役　山本　潔

秩父第００１０号
秩父市吉田石間２６３１ ０４９４－７７－１５６２

素材（スギ　ヒノキ）　

クシダ緑化産業（株） クシダ緑化産業（株）
代表取締役　串田　倉一 ０４９４－７７－１４１０

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材）

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹） 半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（テーブル　ベンチ）
土木工事用製品（木製ブロック）　その他（おが屑　チップ）

秩父郡横瀬町大字横瀬５８５９番地２ ０４９４－２２－６１５５ 秩父郡横瀬町大字横瀬５８５９番地２
秩父木材協同組合 秩父木材協同組合
理事長　金子　真治 ０４９４－２２－６１５６ 理事長　金子　真治

その他（製紙用木材チップ）

秩父群長瀞町大字矢那瀬４８０ ０４９４－６６－４４００ 秩父群長瀞町大字矢那瀬４８０
秩父第００１６号埼玉木材チップ協同組合 埼玉木材チップ協同組合

代表理事　河野　年照 ０４９４－６６－４４１１ 代表理事　河野　年照

製材品（構造材　内装材）

素材（スギ　ヒノキ　ケヤキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

秩父郡小鹿野町般若１７７２－１ ０４９４－７５－４３９８ 秩父郡小鹿野町般若１７７２－１
秩父第００１７号（株）まるえん （株）まるえん

久保　円重 ０４９４－７５－４３９７ 久保　秀夫

秩父市下影森９００－１ ０４９４－２２－５１３１ 秩父市下影森９００－１
(株)大光材木店 (株)大光材木店

小池　一嘉 ０４９４－２５－１８１８ 小池　一嘉

半製品（タイコ挽き）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

秩父市上町２－１７－２１ ０４９４－２２－２２８６ 秩父市上町２－１７－２１
(株)友愛商事 (株)友愛商事

代表取締役　幸島　潔 ０４９４－２３－１０６６ 代表取締役　幸島　潔

半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）



交付年月日

次回更新年月日

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（秩父地区）

申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号

令和4年1月1日

業　態　の　種　別 木材業・製材業登録番号

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号
郵便番号 住所・名称・代表者名 所在地・名称・管理責任者名認証

NO.

　　主な取扱商品

素材生産
26 R2.6.1 368-0105 木材加工

R5.5.31 木材流通

秩父-3
素材（スギ　その他針葉樹） 半製品（木杭）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　木製品（看板　ベンチ　椅子）

秩父郡小鹿野町小鹿野６３２－２ ０４９４－７５－００９８ 秩父郡小鹿野町小鹿野６３２－２
秩父第００１８号木村木材フォレスト（株） 木村木材フォレスト（株）

代表取締役　奥野　宏幸 ０４９４－７５－３６８０ 代表取締役　奥野　宏幸



交付年月日

次回更新年月日

   

1 H22.4.1 708-0815 木材加工 岡木第（美作）４２
R4.3.31 木材流通 岡製第（美作）１６

4 H14.12.1 438-0207 木材加工 静岡県木材業ＮＯ1820
R5.11.30 木材流通

14 H14.8.1 101-0044 木材加工
R5.7.31 木材流通

15 H22.4.1 166-0012 木材加工
R4.3.31 木材流通

16 H22.4.1 136-0082 木材流通

R4.3.31

18 H22.5.1 306-0222 木材加工
R4.4.30 木材流通

19 H22.12.15 311-0506 木材加工

R4.12.14

20 H22.12.15 708-0013 木材加工

R4.12.14

県外-1
製材品（構造材）

素材（スギ）　製材品（内装材）

岡山県津山市二宮２２ ０８６８－５７－７１１１ 岡山県津山市くめ字団地５０－６８
岡木第（美作）16号
岡製第（美作）７号

院庄林業（株） 院庄林業（株）久米工場
代表取締役　武本　哲郎 ０８６８－５７－７０５５ 池田　達也

茨城県常陸太田市折橋町６０５ ０２９４－８２－２２２１ 茨城県常陸太田市折橋町６０５
（株）佐川産業 （株）佐川産業

代表取締役　佐川　周正 ０２９４－８２－２９７７ 代表取締役　佐川　周正

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（内装材）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

伊藤　亮介

静岡県磐田市宮本３５０ ０５３８－６６－１９８８ 東京都江東区三好３-２-１４/静岡県磐田市宮本３５０

代表取締役社長　溝口　正行
天龍木材（株）東京支店/天竜木材(株)天竜工場

製材品（内装材）

０５３８－６６－８１３５
天龍木材（株）

０３－３２５４－０８３２ 群馬県伊勢崎市長沼町２２２２
（株）ザイエンス　営業本部 （株）ザイエンス　 関東工場

景観エクステリア部部長　杉本　吉正 ０３－３２５４－０８７３ 常務取締役本部長　木曽　隆治

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

東京都江東区新木場１－７－２２ ０３－５５３４－３５８９ 東京都江東区新木場１－７－２２
物林 （株） 物林（株）

代表取締役社長　淡中　克己 ０３－５５３４－３６３６ 住環境システム部長　田口　慎二

専務取締役東京支店長　井村　守彦 ０３－３３１３－４０３４ 専務取締役東京支店長　井村　守彦

製材品（内装材）

東京都杉並区和田３－３２－７ ０３－３３１３－４１８１ 東京都杉並区和田３－３２－７

０８６８－２８－４７０４ 岡山県津山市一宮１２３８－１
津山国産材加工協同組合

理事長　井出　紘一郎 ０８６８－２８－４９４３

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

岡山県津山市一宮１２３８－１

所在地・名称・管理責任者名

津山国産材加工協同組合
廣澤　規夫

北海道パーケット工業（株） 北海道パーケット工業(株)

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　羽柄材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（看板　テーブル　ベンチ）　土
木工事用製品（木製ブロック　木製型枠　木製側溝蓋　木製水路盤　木製タイル　木製ガードレール　木製歩道境界ブロック）

群馬県
木材業　04-7039

東京都千代田区鍛冶町１－９－４　ＫＹＹビル

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

茨城県古河市釈迦１２８６ ０２８０－９２－０８１５ 茨城県古河市釈迦１２８６/茨城県古河市下大野２０００

茨城木材業５０４４旭木材工業（株） 旭木材工業（株）/旭木材工業（株）プレカット工場

代表取締役　鈴木　健司 ０２８０－９２－３７０２ 並木　伸介/金久保　俊一



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

21 H23.3.3 292-0838 木材加工
R5.3.2 木材流通

H24.7.1 990-2473 木材加工
22 R6.6.30 木材流通

H24.7.1 559-0026 木材加工

24 R6.6.30

H24.10.1 136-0082 木材加工
26 R6.9.30 木材流通

H24.10.1 971-8185 木材加工

27 R6.9.30

素材生産
H24.10.1 135-0016 木材加工

28 R6.9.30 木材流通

H25.3.6 187-8558

29 R4.3.5 木材流通

H25.4.24 136-0082 木材加工
30 R4.4.23 木材流通

県外-2

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　羽柄材）

製材品（内装材）

東京都江東区東陽５－３０－１３東京原木会館 ０２４７－４３－０２７２ 福島県東白川郡塙町西河内字鶴巻田１０番地/東京都江東区東陽５－３０－１３

協和木材(株) 協和木材(株)
代表取締役　佐川　広興 ０２４７－４３－００８０ 鳥居　直人

製材品（内装材　羽柄材）　木製品（建具）

福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－１２ ０２４６－５６－５４７１ 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町２－１２
江戸川ウッドテック(株) 江戸川ウッドテック(株)

代表取締役　市川　大介 ０２４６－５６－７２３７ 中野　末男

東京都江東区新木場１－３－１６ ０３－３５２１－８２３４ 東京都江東区新木場１－３－１６
江戸川木材工業(株) 江戸川木材工業(株)

代表取締役　市川　大介 ０３－３５２１－８０３３ 上倉　勇一

製材品（内装材）　木製品（机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）　集成材（造作用）

千葉県木更津市潮浜２－１－５３ ０４３８－３７－０２０６ 千葉県木更津市潮浜２－１－５３
千葉県第13-057号（株）ティ・エス・シー （株）ティ・エス・シー

代表取締役　和間　真一 ０４３８－３７－２３４９ 和間　真一

山形県山形市松栄１－５－１３ ０２３－６４７－５２００ 山形県寒河江市米沢東２０９－１
（株）シェルター （株）シェルター　寒河江工場他２ヶ所

代表取締役　木村　仁大 ０２３－６４７－５２５０ 松田　弘紀/渡邉　大和

製材品（構造材　羽柄材）

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　製材品（内装材）　外構部材（塀　防護柵　案内板）　木製品（建具　看板　テーブル　ベンチ）　その他（ウッドデッキ　ウッドフェンス　木製外装材）

大阪府大阪市住之江区平林北１－２－１５８ ０６－６６８５－２０６１ 千葉県市川市行徳駅前１－２７－１７
越井木材工業（株） 越井木材工業（株）東日本ＳＤ部東京出張所

代表取締役　越井　潤 ０６－６６８５－８７７８ 古市　圭太

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

東京都小平市喜平町１－１０－７ ０４２－３２２－５９７７ 東京都小平市喜平町１－１０－７
(株)コバヤシ (株)コバヤシ

代表取締役　池田　昭義 ０４２－３２５－７０５４ 営業開発部　大柴　学

製材品（構造用合板　構造用ＬＶＬ）

東京都江東区新木場１－７－２２ ０３－５５３４－３７４１ 山梨県南巨摩郡身延町下山１１３７/千葉県木更津市木材港１５

(株)キーテック (株)キーテック　山梨工場/木更津工場
代表取締役　中西　宏一 ０３－５５３４－３７５０ 合板部長　桐田　幸男



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

H25.7.1 325-0025 木材加工
31 R4.6.30 木材流通

H26.6.1 370-2301 木材加工
33 R5.5.31 木材流通

H26.6.1 329-2221 木材加工

34 R5.5.31

H26.6.1 370-2626 木材加工

37 R5.5.31

H26.6.1 329-2511 木材加工

38 R5.5.31

H27.2.4 329-2746 木材加工

40 R6.2.3

H27.5.1 327-0504 木材加工

43 R6.4.30 木材流通

H27.7.1 343-0857 木材加工

44 R6.6.30

県外-3
製材品（構造材　羽柄材）

埼玉県越谷市新越谷１－７１－２　ウッドスクエアビル４Ｆ ０４８－９８７－７８８８ 茨城県坂東市幸田小生田山２９７－１
ポラテック(株) ポラテック(株)坂東工場

代表取締役　中内　晃次郎 ０４８－９８７－８２６０ 畑中　雅弘

製材品（内装材）

栃木県佐野市中町５９０ ０２８３－８５－２８０２ 栃木県佐野市中町５９０
新井材木店 新井材木店

新井　武 ０２８３－８５－２８０１ 新井　武

素材（スギ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

栃木県那須塩原市四区町７４１－５ ０２８７－３６－００５６ 栃木県那須塩原市四区町７４１－５
栃木県木材第５０９３号二宮木材(株) 二宮木材(株)

代表取締役　二ノ宮　次郎 ０２８７－３６－１１２９ 二ノ宮　泰爾

製材品（構造材　羽柄材）

製材品（構造材　羽柄材）

栃木県矢板市山田６７ ０２８７－４３－８３７９ 栃木県矢板市山田６７
(株)トーセン (株)トーセン

代表取締役　東泉　清壽 ０２８７－４３－２６２６ 代表取締役　東泉　清壽

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

群馬県甘楽郡下仁田町南野牧９６７８ ０２７４－８４－２４２４ 群馬県甘楽郡下仁田町東野牧２４７０
群馬県木連　第11-08号小井土製材(株) 小井土製材(株)

代表取締役　小井土　義治 ０２７４－８４－２３１５ 長谷川　正之

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

栃木県塩谷郡塩谷町玉生１８７６－８ ０２８７－４５－２３８０ 栃木県塩谷郡塩谷町玉生１８７６－８
栃木県木材第４０１５号(株)島田商店 (株)島田商店

取締役社長　吉成　茂 ０２８７－４６－４０９０ 取締役社長　吉成　茂

群馬県富岡市桑原１１２０－２２ ０２７４－６２－２６３１ 群馬県富岡市桑原１１２０－２２
群馬県

木材業　２４１０
永井製材(株) 永井製材(株)

代表取締役　永井　芳郎 ０２７４－６２－２６３３ 代表取締役　永井　芳郎

その他（構造用集成材）

栃木県那須塩原市下厚崎５－３９１ ０２８７－６３－９８７７ 栃木県那須塩原市下厚崎５－３９１
江間忠ラムテック（株） 江間忠ラムテック（株）

代表取締役　伊藤　泰彦 ０２８７－６２－６１５８ 和平　憲幸



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

H27.7.1 190-0152 木材加工

45 R6.6.30

H27.10.1 926-8501 木材加工
46 R6.9.30 木材流通

H28.6.1 150-0001

47 R4.5.31 木材流通

H28.6.1 986-0844 木材加工
50 R4.5.31 木材流通

H28.6.1 986-0843 木材加工
51 R4.5.31 木材流通

H28.12.1 370-2301 木材加工
52 R4.11.30

H28.12.1 379-2154 木材加工
53 R4.11.30 木材流通

H28.12.1 378-0016 木材加工
54 R4.11.30 木材流通

県外-4

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　その他（構造用合板）

東京都渋谷区神宮前５－１２－７ ０３－５４６７－７００１ 東京都渋谷区神宮前５－１２－７
(株)ワイス・ワイス (株)ワイス・ワイス

代表取締役　佐藤　岳利 ０３－５４６７－７００２ 戸田　光貴

製材品（内装材）　木製品（机　テーブル　ベンチ　椅子）

ＪＰＩＣ-ＰＷ23林ベニヤ産業(株)七尾工場 林ベニヤ産業(株)七尾工場
工場長　古川　隆夫 ０７６７－５３－６０５９ 酒井　徹

その他（構造用合板）

宮城県石巻市重吉町１－７ ０２２５－２２－６５１１ 宮城県石巻市重吉町１－７
セイホク(株) セイホク(株)

常務取締役　遠山　雅美 ０２２５－９５－５８６７ 常務取締役　遠山　雅美

東京都あきる野市留原８００－１ ０４２－５９６－１４０４ 東京都あきる野市留原８００－１
(有)中嶋材木店 (有)中嶋材木店

代表取締役　中嶋　博幸 ０４２－５９６－５１５２ 代表取締役　中嶋　博幸

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

石川県七尾市大田町１１０－４３ ０７６７－５２－４３７６ 石川県七尾市大田町１１０－４３

宮城県石巻市西浜町１－１６ ０２２５－２２－６５３１ 宮城県石巻市西浜町１－１６
西北プライウッド(株) 西北プライウッド(株)

常務取締役　遠山　雅美 ０２２５－８２－８５２５ 常務取締役　遠山　雅美

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹）　その他（構造用合板）

群馬県富岡市桑原１１２０－６ ０２７４－６２－０５２９ 群馬県富岡市桑原１１２０－６
（株）茂木クラフトワークス （株）茂木クラフトワークス
代表取締役　茂木　和弘 ０２７４－６３－２８２２ 代表取締役　茂木　和弘

造作用集成材一般

群馬県前橋市天川大島町１２４８ ０２７－２６１－０２１６ 群馬県前橋市天川大島町１２４８
群馬県木材業者登録０６２９平方木材(株) 平方木材(株)

代表取締役　平方　宏 ０２７－２６１－０２５４ 上原　太郎

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

製材品（構造材　羽柄材）

群馬県沼田市清水町４３０８ ０２７８－２３－０３５０ 群馬県佐波郡玉村町角渕４６３２－１
宇敷木材工業(株) 宇敷木材工業(株)プレカット部

代表取締役　宇敷　慶一郎 ０２７８－２４－０２１７ 坂木　賢吾



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

H28.12.1 230-0051 木材加工
56 R4.11.30

H29.7.1 136-0082 木材加工
58 R5.6.30

H29.10.1 424-0034 木材加工
59 R5.9.30

H29.10.1 314-0012 木材加工
60 R5.9.30

H29.10.1 344-0054

61 R5.9.30 木材流通

H29.10.1 190-0181 木材加工
62 R5.9.30 木材流通

H29.10.1 327-0307 木材加工
63 R5.9.30

H29.10.1 327-0513

64 R5.9.30 木材流通

県外-5
製材品（構造材　羽柄材）　その他（集成材）

栃木県佐野市牧町３１５ ０２８３－８４－１４１１ 栃木県佐野市牧町３１５
栃木県木材第６２５４号エヌケーケー（株） エヌケーケー（株）

代表取締役　須藤　幸春 ０２８３－８６－２４５５ 代表取締役　須藤　幸春

製材品（構造材　羽柄材）外構部材（塀）

東京都江東区新木場２－５－３ ０３－３５２１－８７０１ 東京都江東区新木場２－５－３
細田木材工業(株) 細田木材工業(株)

代表取締役社長　細田　悌治 ０３－３５２１－８７０８ 奥村　永徳/中谷　要/齋藤　三郎次

製材品（内装材）

静岡県静岡市清水区横砂中町２０－１ ０５４－３６３－６６１１ 静岡県静岡市清水区横砂中町２０－１/静岡市清水区袖師町７９３－１

（株）中部メンテナンス （株）中部メンテナンス
代表取締役　石鍋　秀樹 ０５４－３６３－６６２２ 錦戸　武史

その他（不燃木材）

製材品（構造材　内装材　羽柄材）

埼玉県春日部市浜川戸２－１６－９ ０４８－７５３－２２７０ 埼玉県春日部市浜川戸２－１６－９
江間忠ソレックス(株)埼玉営業所 江間忠ソレックス(株)埼玉営業所

代表取締役　伊藤　泰彦 ０４８－７５３－２２８０ 本橋　英昭

茨城県鹿嶋市平井２２７６－８ ０２９９－９０－７３８１ 茨城県鹿嶋市平井２２７６－８
茨城県製材業者第３５１９

号
江間忠ウッドベース鹿島(株) 江間忠ウッドベース鹿島(株)

代表取締役　伊藤　泰彦 ０２９９－９０－７３８２ 鈴木　洋平

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　羽柄材）

東京都西多摩郡日の出町大久野８５４－３ ０４２－５９７－０７２２ 東京都西多摩郡日の出町大久野８５４－３
（有）浜中材木店 （有）浜中材木店

代表取締役　浜中　英治 ０４２－５９７－５１０２ 浜中　康一

素材（スギ　ヒノキ）　半製品（木杭　タイコ挽き　丸棒）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）　外構部材（塀）　木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子）　土木工事用製品（木製型枠）

栃木県佐野市岩崎町３０００－１ ０２８３－８６－７６５５ 栃木県佐野市岩崎町３０００－１
栃木県木材第６３１３号渡良瀬林産（株） 渡良瀬林産（株）

代表取締役　廣澤　英次 ０２８３－８６－７６５６ 代表取締役　廣澤　英次

木質繊維断熱材（彩ノ国ウッドファイバー）

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３３－１ ０４５－５０１－５５６０ 北海道苫小牧市植苗１６９－５
ウッドファイバー(株) ウッドファイバー(株)　北海道工場

代表取締役社長　水野　領介 ０４５－５２１－８７５２ 工場長　堀　正臣



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
令和4年1月1日

　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

H30.10.1 949-3112 木材加工
65 R6.9.30 木材流通

R1.10.1 700-0973 木材加工
66 R4.9.30

R2.6.1 509-0108 木材加工
67 R5.5.31

R2.6.1 708-0016

68 R5.5.31 木材流通

R2.6.1 950-1262

69 R5.5.31 木材流通

R3.4.1 170-6012

70 R6.3.31 木材流通

R3.4.1 160-0023

71 R6.3.31 木材流通

H15.10.1 123-0872 木材加工
72 R6.9.30

木製品（建具　看板　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

東京都足立区江北２-４-２７ ０３－３８９０－２１９４ 東京都足立区江北２-４-２７/埼玉県幸手市上高野２１３１

帝国器材（株） 帝国器材（株）
代表取締役　大原　和子 ０３－３８５６－１９２５ 小島　良輔/小原　和憲

素材（スギ　ヒノキ　その他針葉樹　ケヤキ　その他広葉樹）

東京都新宿区西新宿１－２３－７ ０３－６９１１－２６９１ 東京都新宿区西新宿１－２３－７
住友林業フォレストサービス（株） 住友林業フォレストサービス（株）
東日本事業部長　矢吹　賢二 ０３－６９１１－２６９２ 東日本事業部東京営業所　川島　義紀

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（構造材　内装材　羽柄材）

素材（スギ　ヒノキ）　製材品（内装材）　木製品（建具　机　テーブル　ベンチ　椅子　オフィス用品）

新潟県新潟市南区西白根７３－１ ０２５－３７２－２１１１ 新潟県新潟市南区西白根７３－１
ナイス（株）新潟営業所 ナイス（株）新潟営業所

杉田　理之 ０２５－３７２－２１３８ 杉田　理之

岡山県津山市戸島６３４－１８ ０８６８－２８－２８０４ 岡山県津山市戸島６３４－１８
岡木第（美作）53号（株）岡山ウッドライン （株）岡山ウッドライン

代表取締役　馬場　英太郎 ０８６８－２８－２８０３ 代表取締役　馬場　英太郎

製材品（内装材）　木製品（机　テーブル）　その他（階段部材）

製材品（構造材　羽柄材）

岡山県岡山市北区下中野３１２－１０２ ０８６－２４６－２６００ 岡山県岡山市北区下中野３１２－１０２
岡木第（備前）42号（株）ヤマシタ （株）ヤマシタ

代表取締役　山下　英一 ０８６－２４６－１３５５ 廣澤　規夫

新潟県上越市大潟区土底浜２０９３－１ ０２５－５３４－２０８０ 新潟県上越市大潟区土底浜２０９３－１
17Ｂ種第9-28号（株）マルオカ上越Ｐ＆Ｃ （株）マルオカ上越Ｐ＆Ｃ

代表取締役　岡　健一郎 ０２５－５３４－２５３３ 相羽　二三也

その他（大型パネル）

東京都豊島区東池袋３－１－１ ０３－４２１３－４６４７ 東京都豊島区東池袋３－１－１
三菱商事建材（株） 三菱商事建材（株）

代表取締役　山水　聖治 ０３－４２１３－４７４６ 宮﨑　謙太

製材品（内装材）

岐阜県各務原市須衛町７－８９－１ ０５８－３７０－２１００ 岐阜県各務原市須衛町７－８９－１
後藤木材（株）マイウッド圧密事業部 後藤木材（株）マイウッド圧密事業部

代表取締役社長　後藤　栄一郎 ０５８－３７０－６２００ 伊藤　隆行



交付年月日

次回更新年月日

   

Ⅰ.さいたま県産木材認証事業体一覧表（県外地区）
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　　主な取扱商品

Ｆ　Ａ　Ｘ　番　号

木材業・製材業登録番号
申　　　　　　　　　　請　　　　　　　　　　者 主たる事務所の所在地及び名称

電　 話　 番　 号 業　態　の　種　別
郵便番号 住所・名称・代表者名認証

NO.

所在地・名称・管理責任者名

R4.1.1 319-3111 木材加工
73 R6.12.31

県外-6
製材品（構造材　内装材　羽柄材）

茨城県常陸大宮市山方１３１５ ０２９５－５７－２６００ 茨城県常陸大宮市山方１３１５
茨城県製材業者第２０３０

号
(有)野上製材所 (有)野上製材所

代表取締役　野上　満正 ０２９５－５７－３３７７ 代表取締役　野上　満正


