
福岡県産木材認証事業体名簿（令和4年10月13日現在）

認証番号 名称 代表者職名 代表者名 郵便番号 住所 電話 ＦＡＸ

筑豊第1号 有限会社迫製材所 代表取締役 迫　卓司 824-0602 田川郡添田町大字添田1007 0947-82-0130 0947-82-1563

筑豊第2号 有限会社まつよし 代表取締役 高取　和生 820-1114 飯塚市口原981 09496-2-0011 09496-2-0024

筑豊第3号 株式会社佐久間産業 代表取締役 佐久間　英定 823-0011 宮若市宮田134番地 0949-32-0027 0949-32-1236

筑豊第4号 添田木材 代表取締役 荒木　友吉郎 824-0602 田川郡添田町大字添田1009番地の1 0947-82-1188 0947-82-4564

筑豊第6号 株式会社チクモク 代表取締役 加藤　重信 810-0001 福岡市中央区天神3丁目10-27 092-738-0322 092-738-0323

福岡第1号 福岡県広域森林組合福岡西支店 代表理事組合長 𠮷村 　幸一 819-0035 福岡市西区大字金武2127の2 092-811-1805 092-811-5595

福岡第2号 銘建産業株式会社 代表取締役 髙田　和彦 815-0032 福岡市南区塩原3丁目24-18 092-562-2339 092-541-3321

福岡第3号 有限会社伊藤材木店 伊藤　正隆 811-1312 福岡市南区横手南町18-23 092-581-0967 092-581-0904

福岡第4号 有限会社三苫製材所 三苫　雄次 819-0373 福岡市西区周船寺2丁目13-53 092-806-1053 092-806-0659

福岡第5号 小川製材所 小川　和人 819-1145 糸島市雷山1438 092-322-0756 092-322-0756

福岡第6号 有限会社冨岡木材店 冨岡　正文 819-1122 糸島市東727番地の4 092-322-2044 092-322-2045

福岡第7号 株式会社溝口製材所 代表取締役 溝口　勝正 819-1117 糸島市前原西1丁目13番20号 092-322-2126 092-322-2127

福岡第8号 有限会社しんとう 代表取締役 進藤　秀和 819-1124 糸島市加布里1丁目4番16号 092-323-1001 092-323-1256

福岡第9号 株式会社関製材所 代表取締役 関　秀男 819-1641 糸島市二丈吉井4030番地6 092-326-5334 092-326-5541

福岡第10号 新誠木材 横尾　新二 819-0165 福岡市西区今津3654 092-807-6457 092-807-6477

福岡第11号 株式会社九銘協 代表取締役社長 峯　公一郎 812-0051 福岡市箱崎ふ頭4丁目4番13号 092-641-7750 092-641-7808

朝倉第3号 河上工務店 代表 河上　泰英 838-0026 朝倉市柿原1200-1 0946-22-4322 0946-22-4435

朝倉第5号 株式会社大楠産業 代表取締役 大楠　祐二 838-0034 朝倉市福光1275の5 0946-22-3006 0946-24-4972

朝倉第7号 (勇)内田製材所 内田　恵三 838-0017 朝倉市千手912-1 0946-25-1155 0946-25-1658

朝倉第8号 朝倉森林組合 代表理事組合長 井手　裕康 838-0023 朝倉市三奈木2978番地 0946-22-4411 0946-22-5442

朝倉第9号 株式会社佐藤木材 代表取締役 佐藤　靜夫 838-0202 朝倉郡筑前町三箇山1059 0946-42-2340 0946-42-0260

朝倉第10号 岩田製材所 岩田　秀己 838-0802 朝倉郡筑前町久光1337 0946-22-8196 0946-22-8511

朝倉第13号 株式会社アサモク 代表取締役 多田　啓 838-0019 朝倉郡筑前町依井362-1 0946-24-6111 0946-28-7825

朝倉第15号 上野木材 上野　開三 838-0825 朝倉郡筑前町大久保499-1 0946-24-6003 0946-24-6895

朝東第1号 有限会社杉岡製材所 代表取締役 杉岡　世邦 838-1514 朝倉市杷木久喜宮888 0946-23-8088 0946-62-3381

朝東第2号 有限会社樋口堅製材所 代表取締役 樋口　堅 838-1514 朝倉市杷木久喜宮668-1 0946-62-0016 0946-62-0016

朝東第3号 有限会社長澤製材所 取締役 長澤　貞義 838-1601 朝倉郡東峰村大字小石原593-2 0946-74-2006 0946-74-2006
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浮羽第2号 株式会社堤木材 代表取締役 堤　 豊仁 839-1402 うきは市浮羽町浮羽568-1 0943-77-4685 0943-77-8135

浮羽第4号 有限会社マルクニ 田中  邦彦 839-1406 うきは市浮羽町高見1273-2 0943-77-3695 0943-77-7180

浮羽第5号 佐々木製材所 佐々木　栄一郎 839-1406 うきは市浮羽町高見1457-1 0943-77-3896 0943-77-8362

浮羽第7号 吉弘製材所 吉弘　辰一 839-1201 久留米市田主丸町長栖517-3 0943-72-2765 0943-72-3896

浮羽第8号 中西製材工場 代表 中西　章 839-1402 うきは市浮羽町浮羽572-5 0943-77-2980 0943-77-7101

浮羽第15号 株式会社マルジョウ 代表取締役 平川　孝紀 839-1401 うきは市浮羽町朝田150-2 0943-77-2352 0943-77-2441

浮羽第16号 権藤製材所 権藤　英昭 839-1311 うきは市吉井町若宮53-2 0943-75-3307 0943-75-4436

浮羽第20号 有限会社東部産業 取締役 村田　充 839-1333 うきは市吉井町富永1779-1 0943-75-4775 0943-75-4776

浮羽第21号 株式会社江藤木材 代表取締役 江藤　大泰 839-1406 うきは市浮羽町高見1469-1 0943-77-3319 0943-77-2436

浮羽第23号 江嶋製材所 江嶋　仁 839-1406 うきは市浮羽町高見1557 0943-77-2951 0943-77-5897

浮羽第24号 有限会社竹下製材所 代表取締役 竹下　儀市 839-1215 久留米市田主丸町竹野189-6 0943-72-3620 0943-72-4553

浮羽第25号 有限会社栗田製材所 代表取締役 栗田　貢 839-1404 うきは市浮羽町西隈上169-8 0943-77-2229 0943-77-2269

浮羽第26号 株式会社旭木材産業 代表取締役 岩佐　繁喜 839-1402 うきは市浮羽町浮羽370-2 0943-77-2646 0943-77-8559

浮羽第27号 株式会社平川木材工業 平川　和彦 839-1401 うきは市浮羽町朝田572 0943-77-3185 0943-77-7368

浮羽第28号 マルカ木材株式会社 代表取締役 樋口　幸之助 839-1406 うきは市浮羽町高見83番地の1 0943-77-2738 0943-77-2106

久留米1号 株式会社早田材木店 代表取締役 早田　盛助 839-0862 久留米市野中町大字寺田685 0942-34-4785 0942-34-4786

八女第1号 末金林業 代表 末金　英春 834-0006 八女市吉田15 0943-24-5151 0943-24-5152

八女第2号 株式会社エム・コーポレーション 代表取締役 末金　雅宏 830-0033 久留米市天神町8　リベール3階 0942-48-0771 0942-32-3890

八女第3号 有限会社諸冨林産興業 代表取締役 諸冨　一文 834-0031 八女市本町1-281-4 0943-22-5852 0943-22-3305

八女第4号 株式会社角 商 店 代表取締役 角　博 834-0031 八女市本町252 0943-23-3171 0943-22-3433

八女第5号 谷川産業株式会社 代表取締役 谷川　徹治 834-0003 八女市平田15-1 0943-23-1512 0943-23-1513

八女第10号 九州木材工業株式会社 代表取締役社長 角　博 833-0041 筑後市大字和泉309-1 0942-53-2174 0942-52-5158

八女第11号 株式会社馬場材木店 代表取締役 馬場 大輔 833-0041 筑後市大字和泉645-2 0942-53-4196 0942-53-4197

八女第12号 月足製材工業 月足 一也 834-0073 八女市立花町下辺春94-3 0943-37-0032 0943-37-1380

八女第13号 有限会社松﨑製材所 代表取締役 松﨑　修 834-0085 八女市立花町北山1101 0943-22-4463 0943-22-7611

八女第14号 大久保製材所 代表 大久保　康憲 834-0085 八女市立花町北山840-1 0943-22-2380 0943-22-6695

八女第16号 渡辺製材所 渡辺　福哉 834-0105 八女郡広川町大字長延1168-4 0943-32-0051 0943-32-3479
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八女第18号 八女林産協同組合 代表理事 諸冨　一文 834-0061 八女市今福502 0943-22-3399 0943-24-3001

八女第20号 山口製材所 代表 山口　和大 834-1103 八女市上陽町久木原1016-1 0943-54-2200 0943-54-2227

八女第21号 株式会社ツカサホーム 代表取締役 芳司　重則 833-0005 筑後市大字長浜2351-1 0942-52-0800 0942-52-0802

八女第22号 大坪建築株式会社 代表取締役 大坪　陽一 834-1101 八女市上陽町上横山1368 0943-54-2326 0943-54-3133

八女第24号 株式会社八女流 沖　雅之 834-1103 八女市上陽町久木原1916-8 080-3405-2733 0943-22-8160

八女第25号 株式会社九州緑資源開発 代表取締役 諸冨　一文 834-1401 八女市矢部村北矢部2764 0943-47-3047 0943-47-3174

大川第1号 株式会社中村製材所 代表取締役 中村　展章 831-0005 大川市大字向島2155番地1 0952-47-3100 0952-47-3742

大川第 2号 有限会社おばた 代表取締役 小畠　裕司 830-0403 三潴郡大木町大字大角1700-1 0944-33-1161 0944-33-1167

大川第3号 有限会社乗富材木店 代表取締役 乗富　良太郎 832-0827 柳川市三橋町蒲船津56-5 0944-72-6191 0944-72-9414

大川第4号 株式会社ウエキ産業 代表取締役 植木　啓能 831-0042 大川市大字九網357-1 0944-88-3388 0944-86-5810

大川第5号 有限会社髙田製材所 代表取締役 高田　豊彦 831-0041 大川市大字小保802 0944-87-6568 0944-86-2343

大川第6号 有限会社トマト 代表取締役 池末　和海 831-0005 大川市大字向島1766 0944-86-5488 0944-86-5926

豊前第1号 小林木材有限会社 代表取締役 小林　正人 871-0921 築上郡上毛町大字土佐井783 0979-72-2828 0979-72-3866

宗像第1号 高原木材株式会社福岡支店 代表取締役 石松　勇志 811-2411 粕屋郡篠栗町若杉1389 092-931-5505 092-931-5507

宗像第2号 小野製材所 八尋　武重 811-3123 古賀市米多比1455-1 092-946-3611 092-946-3613

柳川第2号 有限会社田中材木店 田中　恵 839-0211 みやま市高田町徳島199 0944-22-5506 0944-22-5711

柳川第3号 松本木材株式会社 代表取締役 松本　新一郎 832-0082 柳川市古賀46-1 0968-63-0001 0968-63-3388

柳川第4号 株式会社川島コーポレーション 代表取締役 川島　博美 832-0077 柳川市筑紫町392番地の5 0944-73-4376 0944-72-0323

糟屋第2号 株式会社八坂木材福岡営業所 所長 八坂　直樹 811-2313 糟屋郡粕屋町大字江辻27番地の1 092-938-3750 092-938-3855

那珂川第1号 福岡県広域森林組合福岡南支店 支店長 石橋　義朗 811-1232 那珂川市大字埋金835番地の2 092-952-2022 092-952-2105

筑紫第3号 株式会社鈴木木材 代表取締役 鈴木　就生 818-0003 筑紫野市大字山家4777-1 092-926-3189 092-926-4510

星野第1号 山昭製材所 代表 山口　昭彦 834-0201 八女市星野村1430-2 0943-52-3352 0943-52-3778

星野第2号 株式会社足達木材 代表取締役 足達　透 834-0201 八女市星野村16004-1 0943-52-3101 0943-52-2112


