
平成31年4月1日 現在

NO 認定番号 事業者の名称 代表者の氏名 分別管理責任者 〒 事業所の所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 認定年月日 有効期限年月日 主たる認定業種

代表取締役
二ノ宮次郎 二ノ宮泰爾

代表取締役
中野　　光 大和田　進

代表取締役
加藤　雄治 市村　直人

代表取締役
関口　　弘 関口　　弘

代表理事
東泉　清壽 小髙　哲夫

代表取締役
鈴木　正二 鈴木　正二

代表取締役
青木　幸夫 青木　幸夫

代表
大貫　良子 大貫　　勝

代表取締役
湯田　昌宏 横山　高士

代表取締役
大房　勝美 大房　勝美

代表取締役
松本　正男 松本　俊一

代表取締役
東泉　清壽 角野　典孝

代表取締役
高久　館雄 高久　館雄

代表取締役
江田　武充 江田　武充

代表取締役
齋藤　　正 齋藤　　正

代表取締役
工藤　良男 工藤　洋一

代表理事
白石　盛道 白石　盛道

代表取締役
廻谷　武夫 廻谷　武夫

代表理事
    菊池  裕一     菊池  裕一
代表取締役

小島　正行 葛西　浩美
代表取締役 青木　宏之

米澤　正憲 大島　一彰
代表取締役

大門　孝市 大門　孝市
代表

鈴木　善光 鈴木　善光
代表取締役

阿久津　公 林　　俊孝
代表取締役

関口　　弘 関口　　弘
代表取締役

大塚　　定 大塚　　定
代表取締役

深澤　和彦 深澤　和彦
取締役

小平　典郎 小平　典郎
代表取締役

金澤　勝城 金澤　勝城
代表取締役

相良　利夫 芹澤　光典
代表取締役

中野  　光 吉田  弘孝
代表取締役

小川　　孝 福田　和也
代表取締役
    白水  政人 福田　剛史
代表取締役
    長郷　義昭 大島　伸一
代表
    斎藤　政光 斎藤　政光

                                                              発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る認定事業者一覧表

認定団体名（栃木県木材業協同組合連合会）

1 栃木県木協連第００１号 二宮木材　株式会社　 329-2746 栃木県那須塩原市四区町741-5 0287-36-0056 0287-36-1129 平成30年4月1日 令和3年3月31日 木材加工（チップ）

2 栃木県木協連第００２号 株式会社　渡辺材木店第２工場 321-1111 栃木県鹿沼市板荷5393-1 0289-64-8331 0289-64-8108 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材（チップ）

3 栃木県木協連第００３号 小出チップ工業　有限会社　 329-2711 栃木県那須塩原市東町12-6 0287-36-2383 0287-36-8480 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材（チップ）

4 栃木県木協連第００４号 株式会社　栃毛木材工業 328-0212 栃木県鹿沼市下永野777 0289-84-0036 0289-84-0731 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

5 栃木県木協連第００６号 県北木材協同組合　那珂川工場 324-0602 栃木県那須郡那珂川町大山田市下郷3568-74 0287-93-0611 0287-93-0612 平成31年4月1日 令和4年3月31日 木材加工（チップ）

6 栃木県木協連第００７号 有限会社　鈴木材木店 324-0501 栃木県那須郡那珂川町小川2971 0287-96-3132 0287-82-7032 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

7 栃木県木協連第０１１号 有限会社　青木林業 322-0101 栃木県鹿沼市草久1500 0289-74-2313 0289-74-2027 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

8 栃木県木協連第０１２号 山光林業組合 322-0076 栃木県鹿沼市上日向8-4 0289-63-1040 0289-63-1040 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

9 栃木県木協連第０１３号 有限会社　丸宏木材 321-1108 栃木県日光市長畑1722 0288-27-0276 0288-27-3511 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

10 栃木県木協連第０１４号 株式会社　大房木材 321-1108 栃木県日光市長畑2236 0288-27-0054 0288-27-0054 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

11 栃木県木協連第０１６号 有限会社　フタバ運輸 324-0234 栃木県大田原市前田772-6 0287-54-1170 0287-54-4641 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

12 栃木県木協連第０１８号 株式会社　トーセン宇都宮工場 321-0342 栃木県宇都宮市福岡町1429-1 028-652-1414 028-652-5858 平成31年4月1日 令和4年3月31日 製材

13 栃木県木協連第０１９号 有限会社　髙久林業 329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙1268-1 0287-72-6450 0287-72-1011 平成29年4月1日 令和2年3月31日 素材生産

14 栃木県木協連第０２０号 有限会社　板橋林産 321-1102 栃木県日光市板橋2681-5 0288-27-2172 0288-27-0381 平成29年4月1日 令和2年3月31日 素材生産

15 栃木県木協連第０２１号 有限会社　高見林業 322-0423 栃木県鹿沼市上粕尾870-2 0289-82-3007 0289-82-3308 平成29年4月1日 令和2年3月31日 素材生産

16 栃木県木協連第０２３号 有限会社　工藤林業 329-2921 栃木県那須塩原市塩原1328-8 0287-32-2880 0287-32-5383 平成30年4月1日 令和3年3月31日 素材生産

17 栃木県木協連第０２４号 高原林産企業組合 329-2514 栃木県矢板市長井2046 0287-43-3791 0287-43-3793 平成30年4月1日 令和3年3月31日 素材生産

18 栃木県木協連第０２５号 マルシメ林業　有限会社 321-2332 栃木県日光市大室203-2 0288-23-8105 0288-23-8105 平成30年4月1日 令和3年3月31日 素材生産

19 栃木県木協連第０２７号 馬頭ログハウス協同組合 324-0605 栃木県那須郡那珂川町大内3339 0287-92-1151 0287-92-1152 平成30年4月1日 令和3年3月31日 素材生産

20 栃木県木協連第０２８号 有限会社　東昇木材 321-2118 栃木県宇都宮市新里町丁277-1 028-652-5071 028-652-5313 平成31年4月1日 令和4年3月31日 原木流通

21 栃木県木協連第０２９号 株式会社　ヨネザワ・フォレスト 321-1261 栃木県日光市今市97-11 0288-22-3538 0288-22-0210 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

22 栃木県木協連第０３０号 株式会社　大門材木店 321-1108 栃木県日光市長畑2548 0288-27-0279 0288-27-0279 平成31年4月1日 令和4年3月31日 素材生産

23 栃木県木協連第０３１号 丸晴林業 329-2746 栃木県那須塩原市三区町638-58 0287-36-3338 0287-36-3338 平成29年4月1日 令和2年3月31日 素材生産

24 栃木県木協連第０３２号 有限会社　阿久津林友 321-2524 栃木県日光市柄倉134-3 0288-25-7307 0288-25-7008 平成29年7月7日 令和2年3月31日 素材生産

25 栃木県木協連第０３３号 株式会社　栃毛木材 328-0212 栃木県鹿沼市下永野777 0289-84-0036 0288-84-0731 平成29年10月10日 令和2年3月31日 素材生産

26 栃木県木協連第０３４号 有限会社　大塚林業 328-0211 栃木県鹿沼市上永野204-1 0289-84-0250 0289-84-0263 平成30年1月19日 令和2年3月31日 素材生産

27 栃木県木協連第０３５号 株式会社　祥和コーポレーション 327-0816 栃木県佐野市栄町13-2 0283-20-1111 0283-20-1222 平成30年2月9日 令和2年3月31日 素材生産

28 栃木県木協連第０３６号 有限会社　小平建設 327-0847 栃木県佐野市天神町747-5 0283-24-3038 0283-24-3092 平成30年4月1日 令和3年3月31日 素材生産

29 栃木県木協連第０３７号 ＦＡＪ　株式会社 325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛字鍋掛原1097-61 0287-74-2061 0287-74-2062 平成30年4月18日 令和3年3月31日 素材生産

30 栃木県木協連第０３８号 ヤマニ屋林業　株式会社 306-0203 茨城県古河市柳橋432-1 0280-33-3330 0280-33-3340 平成30年4月18日 令和3年3月31日 素材生産

31 栃木県木協連第０３９号 株式会社　渡辺材木店第１工場 322-0071 栃木県鹿沼市見野509 0289-64-8331 0289-64-8108 平成30年10月1日 令和3年3月31日 素材（チップ）

32 栃木県木協連第０４０号 株式会社　春秋園　 321-4337 栃木県真岡市上高間木3-10-7 0285-84-5317 0285-84-5720 平成30年10月1日 令和3年3月31日 素材（チップ）

33 栃木県木協連第０４１号 株式会社 フォレックス 325-0017 栃木県那須塩原市黒磯32-25あづさﾊｲﾂﾊﾟｰﾄ2-605 0287-74-6344 0287-74-6388 令和3年3月31日 素材性差

34 栃木県木協連第０４２号 株式会社 市貝林業 321-3423 栃木県芳賀郡市貝町市塙4206 0285-68-5115 0285-68-5128

斎藤林産 329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生1429 0287-47-0182 0287-47-1775

平成31年1月15日

平成31年1月15日 令和3年3月31日 素材性差

（注）業種分類：１．素材生産　２．原木流通　３．製材　４．木材加工（チップ、集成材、合板、その他の木質ボード）　５．木材流通(製材、木材加工品の流通　）６．木材製品（文具、家具等）　７．紙・紙製品　８．その他　９．木材全般（１～５の業種）

平成31年1月15日 令和3年3月31日 素材性差

35 栃木県木協連第０４３号


