
新潟県木材業者・製材業者登録名簿
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登録番号 事業体名 所在地 電話番号 備　考

1001 ㈱シラサワ 村上市山辺里295番地 (0254)53-1221

1011 大川屋製材所 村上市塩町1-19 (0254)52-2045

1014 山田木材 村上市門前783-1 (0254)53-0918

1018 いわふね森林組合 村上市羽黒町2番38号 (0254)52-1593

1019 ㈱マルエス 村上市八日市10番21号 (0254)56-7624

1021 山新林業㈱ 村上市瀬波中町13番32号 (0254)53-4120

1027 村上林業㈿ 村上市八日市9番6号 (0254)50-2020

1033 児玉泰一 村上市塩町1-23 (0254)53-4194

1205 ㈱井上製材所 村上市春木山1213番地1 (0254)62-2170

1211 ㈱鶴岡屋 村上市坂町3589番地 (0254)62-4255

1308 カネか渡辺建材㈱ 村上市今宿45番地4 (0254)66-5328

1310 阿部製材所 村上市宿田1053-1 (0254)66-5004

1318 ㈲阿部林業工務店 村上市松沢143番地 (0254)66-6440

1319 ㈲丸実 村上市桃川1085番地1 (0254)66-5628

1320 エバーグリーン㈱ 村上市松沢66番地14 (0254)60-1050

1401 高根生産森林組合 村上市高根804-1 (0254)73-0265

1403 ㈱中嶋木材 村上市高根519番地2 (0254)73-0423

1405 小池林業 村上市布部2256 (0254)72-1112

1408 ㈲田村製材所 村上市十川1193番地 (0254)72-1375

1409 島田製材所 村上市大場沢3744 (0254)72-1056

1412 ㈲遠山木材 村上市高根1962-1 (0254)73-1079

1413 マルエム遠山木材 村上市高根538 (0254)73-1178

1415 ㈱横井組 村上市古渡路600 (0254)53-7880

1421 ㈲五十嵐製材所 村上市大場沢1457 (0254)72-1709

1428 早稲田木材 村上市早稲田1206 (0254)73-0543

1432 村上製材㈿ 村上市小川字大川端1150 (0254)53-7788

1503 村上市森林組合 村上市府屋121番地2 (0254)77-3121

1505 佐藤木材 村上市立島142 (0254)77-2628

1518 丸與木材㈱ 村上市府屋444番地 (0254)77-3123

1519 岩佐木材㈲ 村上市府屋197-11 (0254)77-2041

1524 大滝林業㈱ 村上市勝木1168番地1 (0254)77-3120

1533 富樫木材㈲ 村上市府屋487番地 (0254)77-2279

1540 ㈲みつば 村上市杉平173番地 (0254)62-7132

1547 板垣林業 村上市朴平308 (0254)76-2736

1555 ㈱カエツハウス工業 村上市勝木554番地1 (0254)77-2512

1557 板垣正勝 村上市朴平374 (0254)76-2403

1560 山北開発㈲ 村上市勝木554番地1 (0254)77-4033

1561 山北木材加工㈿ 村上市北赤谷154番地1 (0254)77-3983

1565 羽越木材㈿ 村上市杉平字江下114番地1 (0254)60-5988

1566 寒川運送㈱ 村上市寒川369番地 (0254)78-2121

1568 菅原林産 村上市中継522番地2 (0254)76-2511

1101 関川村森林組合 岩船郡関川村大字上関1021番地3 (0254)64-1249

1107 髙橋製材所 岩船郡関川村大字土沢2247-2 (0254)64-0439

1112 近林商店 岩船郡関川村大字宮前70 (0254)64-0382

1113 ㈱パワープラント関川 岩船郡関川村大字下関912番地 (0254)62-7667

2011 上川住宅資材 東蒲原郡阿賀町平堀1276-1 (0254)92-5666

2013 (一社)林業資源推進機構 東蒲原郡阿賀町津川字鉄鉋町下86番地8 (0254)92-0533

2023 猪俣林業 東蒲原郡阿賀町豊実戊2156 (0254)97-2501

2034 東蒲原郡森林組合 東蒲原郡阿賀町両郷乙515番地 (0254)95-2016

2035 ㈲上川林業 東蒲原郡阿賀町日野川丙1186番地 (0254)95-2031
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2036 ㈱マルワイ 東蒲原郡阿賀町日野川乙1889 (0254)95-2264

2037 黎明産業 東蒲原郡阿賀町三宝分甲792番地 (0254)95-3636

2038 ㈱阿賀ウッド 東蒲原郡阿賀町九島229番地7 (0254)95-2112

2053 ㈱新栄建設 東蒲原郡阿賀町谷沢1040番地 (0254)99-2618

2061 ㈲中惣林業 東蒲原郡阿賀町綱木2029番地 (0254)99-3446

2063 ㈲馬場工務店 東蒲原郡阿賀町細越534 (0254)99-3592

1506 富樫林業㈱ 新潟市中央区竜が島一丁目7番8号 (025)241-6266

3020 青山建販㈱ 新潟市中央区川端町五丁目30番地4 (025)274-2111

3027 ㈱カヤノ 新潟市中央区美咲町1丁目23番1号 (025)285-3111

3064 ㈱たかだ 新潟市中央区八千代2丁目2番1号 (025)245-4321

3067 ㈱新潟材協 新潟市中央区近江2丁目11番17号 (025)388-6361

3074 ㈱山市 新潟市中央区米山5丁目10番20号 (0250)23-5911

3085 トーヨーマテリア㈱新潟支店 新潟市中央区万代4-1-8　文光堂ビル2F (025)241-7146

3113 ㈲ウッディホーム 新潟市中央区姥ヶ山6-4-19 (025)287-1700

3143 ㈲新潟伊藤材木店 新潟市中央区姥ヶ山3-14-5 (025)286-9148

3148 南陽吉久㈱新潟支店 新潟市中央区鳥屋野南2-21-18 (025)285-8900

3023 大塚住宅建材㈱ 新潟市東区下木戸三丁目二番三二号 (025)274-2377

3029 松吉ワークス㈱ 新潟市東区材木町1番58号 (025)274-0644

3030 ㈱後藤製材所 新潟市東区松島二丁目6番4号 (025)274-4660

3031 ㈲桜川建材 新潟市東区材木町1-74 (025)274-6395

3032 ㈱尻江商店 新潟市東区材木町1番63号 (025)274-6381

3037 大新合板工業㈱ 新潟市東区中木戸167番地 (025)273-4456

3040 新潟合板振興㈱ 新潟市東区中木戸401番地 (025)274-2291

3041 新潟製板㈱ 新潟市東区木工新町1065番地7 (025)275-9824

3044 ㈲長谷川製材所 新潟市東区山木戸8丁目4番7号 (025)273-0896

3051 王子木材緑化㈱東京支店新潟営業所 新潟市東区豊3丁目2番21号 (025)271-1111

3058 金清木材㈱ 新潟市東区下木戸3丁目3番36号 (025)274-7421

3076 ㈱ザイエンス新潟製造所 新潟市東区鴎島町一番地 (025)273-5371

3132 ㈱野本建設 新潟市東区竹尾2丁目263-4 (0250)62-6522

3133 松阪木材㈱新潟営業所 新潟市東区山木戸7丁目5番21号 (025)256-6000

3134 ㈲アイラム 新潟市東区藤見町2丁目9番18号 (025)272-1355

3011 ㈱建商 新潟市西区流通センター5丁目4番地7 (025)268-3737

3036 ㈱田中製材所 新潟市西区平島787番地1 (025)266-0453

3038 ㈲大和木材店 新潟市西区亀貝2423番地1 (025)268-8033

3091 ㈱新潟県林業開発 新潟市西区曽和521番地 (025)262-5755

3104 新潟県森林組合連合会 新潟市西区曽和521番地3 (025)262-2320

3147 ㈲廣瀬材木店 新潟市西区新通西2丁目2番17号 (025)263-6775

3149 ㈲土橋製材所 新潟市西区中権寺2394番地 (025)262-3004

3145 ナイス㈱新潟市場 新潟市南区西白根73-1 (025)372-2111

3382 桜井木材建築㈱ 新潟市南区上下諏訪木107番地第１ (025)373-2325

3384 木川木材㈱ 新潟市南区上下諏訪木735番地 (025)372-6500

3385 ㈲スーパージャングル 新潟市南区下曲通320番地1 (025)375-5405

3028 広和林業㈱ 新潟市北区島見町4636番地1 (025)258-5010

3103 新潟角千木材㈱ 新潟市北区島見町下往来180番地 (025)255-2575

3131 坂井建具 新潟市北区松浜みなと25-14 (025)258-3430

3401 大津屋材木店 新潟市北区葛塚正尺556 (025)387-3870

3545 ㈱バイオパワーステーション新潟 新潟市北区太郎代字山辺856番地65 (025)290-7203

3264 阿部木材工業㈱ 新潟市江南区二本木4丁目5番37号 (025)382-3241

3711 ㈱別所材木店 新潟市江南区横越川根町1丁目9番31号 (025)385-2034

3265 ㈱五十嵐材木店 新潟市秋葉区新津本町1丁目9番31号 (0250)22-0095
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3268 ㈲田邊木材 新潟市秋葉区東島592-1 (0250)23-1032

3274 ㈱横山組 新潟市秋葉区東島39番地 (0250)22-0559

3645 ㈱髙又木材商店 新潟市秋葉区小戸下組45番地 (0250)22-6481

3641 ㈱新発田屋 新潟市秋葉区小須戸387番地1 (0250)38-3016

3644 ㈲板谷製材所 新潟市秋葉区鎌倉241番地 (0250)38-3018

3859 ㈲石崎材木店 新潟市西蒲区仁箇742番地 (0256)72-5155

3863 ㈱大澤材木 新潟市西蒲区竹野町1530 (0256)72-2166

3891 ㈱重川材木店 新潟市西蒲区升潟1-1 (0256)88-3336

3844 ㈿テクノランバー新潟 新潟市西蒲区遠藤1388-1 (0256)86-3760

3202 若月建設㈱ 新発田市小戸1305番地 (0254)31-4111

3208 ㈱伊藤材木店 新発田市島潟1183番地1 (0254)22-2983

3210 小池木材㈱ 新発田市荒川1806番地 (0254)32-2049

3215 ㈲山口製材所 新発田市五十公野3447番地 (0254)22-2472

3217 ㈲ワタナベ 新発田市山崎23番地 (0254)22-2684

3242 山田建設㈱ 新発田市大友3856番地 (0254)25-0700

3628 さくら森林組合 新発田市中倉48番地2 (0254)29-0600

3573 ㈲中野製材所 新発田市稲荷岡2094番地 (0254)41-2007

3574 斑鳩建築 新発田市真野原1839 (0254)41-4617

3329 ㈱小倉建設 五泉市大字船越21-1 (0250)42-2772

3333 ㈲酒井木材建設 五泉市太田2丁目1番3号 (0250)43-0007

3340 石井材木店 五泉市横町2-2-3 (0250)42-2609

3345 鈴木材木店 五泉市五十嵐新田1033 (0250)43-4379

3353 ㈲板井木材住設 五泉市太田993番地1 (0250)43-8686

3363 目黒建築 五泉市大蔵720 (0250)47-2353

3678 ㈱佐藤木材 五泉市刈羽丙703番地1 (0250)58-4750

3680 鈴木木材 五泉市村松1101-3 (0250)58-7793

3689 ㈲神尾材木店 五泉市村松甲2464 (0250)58-1277

3691 中蒲みどり森林組合 五泉市村松工業団地2丁目1566番地2 (0250)58-7824

3694 ㈲髙岡木材建設 五泉市村松甲2287の子 (0250)58-6095

3697 ㈲新保建築 五泉市石曽根7920-3 (0250)58-2276

3698 吉伊建築 五泉市村松甲2344-1 (0250)58-7236

3412 ㈱坂詰製材所 阿賀野市保田3858番地 (0250)68-2250

3414 山口材木店 阿賀野市渡場301番地 (0250)68-4609

3417 ㈲コウチ 阿賀野市保田4012番地1 (0250)68-2039

3418 石川林業 阿賀野市福永1009 (0250)68-2462

3440 ㈲廣川商店 阿賀野市駒林4932番地 (0250)67-3237

3453 荒木製材所 阿賀野市中央町2-16-8 (0250)62-3748

3456 宇尾野製材所 阿賀野市南安野町4-20 (0250)62-3890

3457 ㈲鈴木製材所 阿賀野市下条町15-21 (0250)62-2317

3458 ㈱関口商店 阿賀野市下條町12-47 (0250)62-2054

3461 ㈱山田材木店 阿賀野市水ケ曽根169 (0250)62-2646

3472 田村木材 阿賀野市外城町18-13 (0250)62-2863

3504 マルマス木材 阿賀野市宮下791番地 (0250)62-6393

3584 五十嵐材木店 胎内市東本町5番51号 (0254)43-2273

3585 ㈱井上材木店 胎内市本郷町1番5号 (0254)43-2151

3588 ㈲小俣木材 胎内市新栄町1番14号 (0254)43-3126

3590 佐藤製材所 胎内市西本町4番17号 (0254)43-2231

3591 ㈲髙橋木材建設 胎内市表町6-41 (0254)43-5894

3595 ㈱小野組 胎内市西栄町2番23号 (0254)43-2123

3597 佐藤林業 胎内市弥彦岡13番地 (0254)44-8178



新潟県木材業者・製材業者登録名簿

2018年3月1日現在

登録番号 事業体名 所在地 電話番号 備　考

3603 ㈱桐生建設 胎内市高野765番地3 (0254)43-5475

3622 伊藤製材所 胎内市下館732-2 (0254)47-2420

3626 増子材木店 胎内市坂井98-5 (0254)48-3118

3532 高橋木材工業㈱ 北蒲原郡聖籠町大字山倉647 (0254)27-2022

3539 ㈱東新林業 北蒲原郡聖籠町大字三賀288番地 (0254)27-0021

3540 ㈱グリーンハウザー信越支店 北蒲原郡聖籠町東港4丁目256-13 (025)256-3030

3543 ㈱東新工務 北蒲原郡聖籠町大字三賀288番地 (0254)21-5656

3544 ウッドファースト㈱ 北蒲原郡聖籠町東港4丁目256番地8 (025)256-3361

4004 ㈱永井銘木店 長岡市中沢町7番地3 (0258)32-3400

4011 ㈲カネ柾西澤材木店 長岡市福戸町2577番地1 (0258)27-7271

4016 ㈱曙興業所 長岡市城岡二丁目九番九号 (0258)24-5204

4017 ㈱阿部材木店 長岡市片田町字西荒田1019番地 (0258)23-2777

4018 ㈱桶権材木店 長岡市浦瀬町516番地 (0258)44-8026

4019 ㈱金又材木店 長岡市浦瀬町1番地3 (0258)44-8602

4020 ㈱志田材木店 長岡市新組町2327番地 (0258)24-0511

4021 ㈱タカモク 長岡市摂田屋5丁目6番22号 (0258)33-2489

4022 ㈱トーア 長岡市新組町2430番地11 (0258)25-2200

4029 ㈱諏方木材工業 長岡市横枕町195番地4 (0258)23-1363

4031 ㈲中村材木店 長岡市片田町833 (0258)22-2409

4034 ㈲村松田中製材所 長岡市村松町2193番地 (0258)22-1616

4038 土豊材木店 長岡市乙吉町419番地1 (0258)32-8051

4042 ㈱古西屋 長岡市白鳥町382番地 (0258)46-2043

4046 中越よつば森林組合 長岡市雲出町字前田4421 (0258)21-4525

4056 ㈱棚橋興業社 長岡市王番田町2199番地 (0258)27-1268

4081 南陽吉久㈱長岡営業所 長岡市新産1-1-9 (0258)46-7000

4451 ㈱多田組 長岡市平2丁目1番15号 (0258)52-2555

4452 嘉代建設 長岡市入塩川2403の5 (0258)52-3358

4453 大幸建設㈱ 長岡市栃尾本町7番18号 (0258)52-2432

4454 ㈱森山建設 長岡市赤谷56番地1 (0258)52-3517

4458 ㈲富士工務店 長岡市栃堀2887番地 (0258)52-2971

4462 ㈲内山建築 長岡市栃堀400番地3 (0258)52-2988

4464 ㈲長谷川建設 長岡市二日町859番地 (0258)52-2604

4467 坂井建設㈱ 長岡市上塩1400番地3 (0258)52-5279

4468 ㈱田中製材所 長岡市上塩798番地の1 (0258)52-2728

4469 ㈲河野材木店 長岡市塩新町465番地 (0258)52-9354

4475 ㈲茨木材木店 長岡市軽井沢183-2 (0258)53-6543

4484 ㈲嘉代林業 長岡市入塩川760番地 (0258)52-9077

4631 ㈱堀内建設 長岡市中条新田1471番地 (0256)97-2852

4652 ㈱井口製材所 長岡市不動沢568番地1 (0258)92-2357

4654 ㈲関谷材木店 長岡市飯塚2757-1 (0258)92-2140

4662 越路琴製造組合 長岡市沢下条字諏訪平甲481-152 (0258)92-6330

4753 ㈲近藤電設工業 長岡市与板町与板乙1576番地1 (0258)72-3354

4758 ㈲長谷川材木店 長岡市与板町岩方110番地1 (0258)72-2544

4801 ㈱早川材木店 長岡市島崎4623番 (0258)74-3156

4806 ㈲加勢材木店 長岡市和島北野198番地2 (0258)74-3161

4902 ㈲松栄木材 長岡市小国町法坂771番地1 (0258)95-2200

4104 ㈱ハウスヴィレッジ 三条市月岡3-7-25 (0256)32-4414

4109 羽賀材木店 三条市直江町3-13-18 (0256)33-2259

4114 ㈲村上材木店 三条市吉田1395 (0256)34-1852

4115 ㈱木戸組 三条市五明234-1 (0256)35-1177
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4123 ㈱相田木材 三条市塚野目4丁目14番20号 (0256)34-1211

4124 ㈱土田総合建築センター 三条市柳沢411番地9 (0256)38-8017

4126 ㈲松見屋材木店 三条市上保内甲463番地 (0256)38-6887

4128 ㈱まる五建商 三条市上保内乙315番地 (0256)39-0555

4141 山松木材㈱ 三条市直江町4丁目10番15号 (0256)35-2525

4153 ㈱鈴木商店 三条市本町4丁目10-23 (0256)35-1221

4160 ㈱フタバ建設 三条市長嶺甲245番地 (0256)32-6511

4559 大谷林業 三条市大字島潟126番地2 (0256)46-4679

4560 西潟木材㈲ 三条市福岡153番地 (0256)46-3111

4565 鈴広総業 三条市名下652 (0256)47-2180

4602 片野建設 三条市大面905番地 (0256)45-2112

4603 内山材木店 三条市矢田1443 (0256)45-2482

4604 村澤製材㈱ 三条市吉野屋甲4180 (0256)45-2551

4605 小杉材木店 三条市一ツ屋敷新田93 (0256)45-2255

4608 吉田建設㈱ 三条市帯織8700番地 (0256)45-2059

4204 ㈱朝日木材 柏崎市安政町1番56号 (0257)23-5235

4205 ㈱太田材木店 柏崎市東原町12-2番地 (0257)24-1511

4206 丸髙建設㈱ 柏崎市大字畔屋991番地3 (0257)24-2121

4209 東洋木材㈱ 柏崎市常盤台2-23 (0257)23-4081

4216 ㈲山本材木店 柏崎市大字大湊196番地2 (0257)35-2044

4218 ㈲杉野屋材木店 柏崎市長峰町12番24号 (0257)23-7700

4230 猪俣木材店 柏崎市田塚1-1-22 (0257)23-5336

4241 棚辺製材所 柏崎市大字曽地926 (0257)28-2217

4245 高野製材所 柏崎市石曽根3031-2 (0257)27-2046

4258 柏崎地域森林組合 柏崎市三和町9番22号 (0257)22-6212

4265 ウエキハウス㈱ 柏崎市安田田尻工業団地7560-2 (0257)29-2324

4872 矢代材木 柏崎市高柳町門出5358-1 (0257)41-2285

4874 小山材木店 柏崎市高柳町岡田2366-1 (0257)41-2520

4875 ㈲永井工務店 柏崎市高柳町高尾1148番地 (0257)41-2352

4876 村田材木店 柏崎市高柳町門出356 (0257)41-2453

4952 ㈲荒川製材所 柏崎市西山町新保1289番地１ (0257)48-2639

4957 尾﨑木材店 柏崎市西山町別山2233 (0257)47-2412

5002 大渕産業㈱ 小千谷市大字岩沢81番地1 (0258)86-2053

5021 山栄材木店 小千谷市大字山谷1636-4 (0258)82-6434

5028 岩沢製材所 小千谷市大字岩沢996-1 (0258)86-2043

5046 石上銘木 小千谷市片貝町4710-3 (0258)84-2575

4307 マルコ木材㈱ 加茂市千刈一丁目1番1号 (0256)52-1280

4310 ㈱マルユー 加茂市幸町1丁目2番22号 (0250)58-8688

4327 ㈲浅賀材木店 加茂市柳町1丁目4番7号 (0256)52-4123

4329 ㈱永井仁助商店 加茂市上条1番1号 (0256)52-0112

4335 シダチョー建設㈱ 加茂市大郷町1丁目8番18号 (0256)53-0787

4340 ㈱坪谷奥四郎商店 加茂市柳町1丁目4番1号 (0256)52-0149

4351 南蒲原森林組合 加茂市大字下高柳字出戸1番地1 (0256)53-0080

4363 ㈱緑の森 加茂市大字長谷566番地 (0256)52-5003

4161 ㈱タツミ 見附市芝野町1232-1 (0258)66-7111

4401 富川建設㈱ 見附市杉沢町3532 (0258)62-1745

4411 ㈱本間材木店 見附市庄川町八七二番地 (0258)62-3435

4413 ㈱佐野材木店 見附市学校町1丁目5番7号 (0258)62-0879

3792 ㈱海藤材木店 燕市分水学校町二丁目10-2 (0256)97-1005

3802 河上材木店 燕市長辰7395-1 (0256)97-1219
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4505 ㈱イタヤ 南蒲原郡田上町大字田上丙910番地1 (0256)57-2079

4510 ㈲コスモランバー 南蒲原郡田上町大字田上丙890番地27 (0256)57-5970

4822 ㈲大野材木店 三島郡出雲崎町尼瀬187番地 (0258)78-2115

4830 ㈲長谷川材木店 三島郡出雲崎町大字米田130番地 (0258)78-4255

5105 十日町地域森林組合 十日町市大黒沢1789番地1 (025)758-3115

5121 尾身木材 十日町市春日106 (025)757-5603

5129 ㈱谷内製材 十日町市中条己3072番地1 (025)752-3021

5145 魚沼木材㈿ 十日町市高山657番地の9 (025)757-8657

5167 ㈱村山土建 十日町市山本町1丁目71番地1 (025)752-3721

5168 東工業所 十日町市子365-1 (025)757-8609

5601 竹島屋材木店 十日町市上新井76-1 (025)768-2033

5602 井川建設㈱ 十日町市新町新田552番地 (025)768-2181

5607 丸安製材 十日町市野口2353-1 (025)768-2510

5706 ㈱サンウッド新潟 十日町市干溝419番地1 (025)763-2552

5712 東木材 十日町市通り山子870番地1 (025)763-2724

6253 柳材木店 十日町市池尻27 (025)597-2325

6262 山賀木材 十日町市池之畑679 (025)597-3788

6301 ㈱高橋組 十日町市松之山湯本1380番地１ (025)596-3125

5236 ㈾原製材所 魚沼市原1145-1 (025)794-2244

5238 ㈱ヤマシタ 魚沼市堀之内4041番地1 (025)794-2073

5252 ㈲田端組製材所 魚沼市四日町1338番地 (025)792-0146

5251 伊米ヶ崎建設㈱ 魚沼市虫野200番地 (025)792-1230

5255 ㈱星野工業 魚沼市中原65番地1 (025)792-1010

5256 ㈲グリーンチップ 魚沼市十日町2194番地1 (025)792-3324

5273 湯之谷地域森林組合 魚沼市湯之谷芋川568番地 (025)792-2562

5274 ㈱戸田組 魚沼市葎沢204番地8 (025)792-0417

5253 さかつめランバー㈱ 魚沼市中島171番地 (025)792-1764

5301 貝瀬材木㈱ 魚沼市山田1105番地 (025)792-1849

5353 魚沼市森林組合 魚沼市細野208番地1 (025)797-2142

5355 本蔵製材所 魚沼市三渕沢683番地 (025)797-4113

5453 内田木材工業㈱ 南魚沼市姥沢新田156 (025)782-1035

5458 ㈱丸五 南魚沼市早川218番地3 (025)782-0551

5467 小林産業㈱木材センター 南魚沼市竹俣新田9の1 (025)782-1630

5468 南魚沼森林組合 南魚沼市舞子1819番地 (025)779-2014

5507 長勝建設㈱ 南魚沼市畔地113 (025)774-2334

5521 ㈱大平建設工業 南魚沼市上原405番地4 (025)775-2288

5555 ㈾建安工業所 南魚沼市浦佐5128-1 (025)777-2078

5557 ㈾東関建設工業所 南魚沼市船ケ沢新田242番地 (025)779-3147

5402 ㈲南雲材木店 南魚沼郡湯沢町湯沢4丁目6番地2 (025)784-2022

5406 ㈱見晴屋林業 南魚沼郡湯沢町大字三国1102番地1 (025)789-3493

5407 ㈱文明屋 南魚沼郡湯沢町大字三国650番地の1 (025)789-2003

5656 津南町森林組合 中魚沼郡津南町大字中深見乙2176番地 (025)765-2510

5658 苗場木材加工㈿ 中魚沼郡津南町大字中深見乙1744番地3 (025)765-3713

5681 藤ノ木桐材 中魚沼郡津南町大字中深見乙1227 (025)765-1262

6001 彦根木材㈱ 上越市福橋688番地1 (025)544-2780

6016 ㈱オタケ 上越市高土町3丁目1-1 (025)524-3379

6017 ㈲川住材木店 上越市大字向橋224番地1 (025)523-2971

6018 ㈲春日材木店 上越市大和6丁目2番6号 (025)523-5283

6021 ㈲松岡材木店 上越市仲町5丁目4番4号 (025)523-2380

6028 ㈱山市高田店 上越市平成町596 (025)524-1171
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6029 ㈱マルオカ 上越市大和1丁目2番45号 (025)526-7070

6040 ㈱室岡林業 上越市大字下荒浜393番地1 (025)543-6246

6042 上越木材興業㈱ 上越市新光町１丁目１番７号 (025)543-3445

6045 ㈲星野材木店 上越市藤巻11番3号 (025)523-3303

6046 ㈱カネコ木材建設 上越市大字上千原4355番地1 (025)543-4043

6048 ㈱山友 上越市五智1-4-25 (025)543-1123

6050 丸三木材 上越市大字夷浜266-1 (025)543-5232

6072 田中材木店 上越市土橋287 (025)523-5561

6076 くびき野森林組合 上越市大字青野2741番地 (025)520-6200

6201 グリーンアート㈱ 上越市浦川原区印内696-2 (025)599-2549

6203 ㈲大嶋材木 上越市浦川原区中猪子田236 (025)599-2523

6206 杉田製材工場 上越市浦川原区横川39 (025)599-2035

6213 ㈲上越重機工業 上越市浦川原区長走886-2 (025)599-3387

6353 ゆきぐに森林組合 上越市大島区棚岡1569番地1 (025)594-2041

6404 ㈲横尾木工所 上越市牧区国川1592番地3 (025)533-5155

6460 ㈲佐藤材木店 上越市柿崎区上下浜451番地子 (025)536-2385

6461 ㈱越後屋材木店 上越市柿崎区直海浜836番地6 (025)536-2888

6465 ㈱古田組 上越市柿崎区百木2327番地1 (025)536-2721

6467 ㈲小丸屋 上越市柿崎区上下浜522 (025)536-2510

6468 太田林業 上越市柿崎区米山寺577 (025)536-5221

6501 大潟木材㈱ 上越市大潟区潟町530-1 (025)534-2016

6552 髙橋材木店 上越市頸城区百間町451 (025)530-2004

6553 ㈱いぶき 上越市頸城区百間町592番地6 (025)530-4480

6605 ㈾山利 上越市吉川区原之町2654番地 (025)548-2037

6607 ㈲布施材木店 上越市吉川区小苗代795番地3 (025)548-2152

6621 ㈱山崎土木 上越市吉川区長峰500番地 (025)548-3394

6622 ㈱源建設 上越市吉川区原之町1856番地4 (025)548-3900

6683 岡田林業 上越市中郷区岡沢1537-1 (0255)74-3859

6753 ㈱島田建綜 上越市板倉区吉増155番地 (0255)78-2155

6754 ㈲清水材木店 上越市板倉区曽根田142番地2 (0255)78-2093

6755 ㈱たかだ上越営業所 上越市板倉区稲増185-13 (025)578-5080

6756 ㈱マルタマ 上越市板倉区稲増185-16 (0255)78-7488

6801 ㈲池田製材所 上越市清里区今曽根1177 (025)528-4106

6077 ドライウッド上越㈿ 上越市名立区名立小泊102番地17 (025)537-2445

7101 ㈱霜越建設 上越市名立区名立小泊165番地1 (025)537-2016

7108 ㈱牛木組 上越市名立区名立大町1630番地1 (025)537-2316

6101 ㈱菱元屋 妙高市国賀1丁目2番7号 (0255)72-4145

6103 ㈱保坂組 妙高市大字上四ツ屋274 (0255)72-4121

6105 家’Sハセガワ㈱ 妙高市大字十日市473 (0255)72-2734

6106 ㈲大野木材店 妙高市栗原二丁目5番10号 (0255)72-2854

6107 ㈲野口材木店 妙高市小出雲3丁目10番13号 (0255)72-2119

6113 ㈱オンダ建築デザイン事務所 妙高市東陽町4番6号 (0255)73-8319

6122 頸南森林組合 妙高市大字志2243番地2 (0255)72-3379

6651 ㈱和信建設 妙高市大字杉野沢1675-1 (0255)86-6245

6702 ㈱浜田材木店 妙高市大字関山2985 (0255)82-2034

7003 関澤木材㈱ 糸魚川市大字上覚18番地2 (025)555-2611

7004 ㈱藤木組 糸魚川市大字梶屋敷280 (025)555-2511

7005 ㈱関原建設 糸魚川市大字土塩1650番地 (025)559-2111

7011 ㈱三和 糸魚川市上刈6丁目3番1号 (025)552-1165

7015 ラック㈱ 糸魚川市横町5丁目2番18号 (025)552-1139
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7016 ぬながわ森林組合 糸魚川市南押上2丁目13番6号 (025)552-1533

7020 ㈲西海製材工場 糸魚川市大字羽生24-1 (025)552-0705

7025 田野製材所 糸魚川市大字蒲池255 (025)558-2334

7029 古川屋工務店 糸魚川市大字土塩1653番地 (025)559-2611

7030 赤野特殊伐採 糸魚川市大字大神堂460 (025)558-2850

7033 ㈲ランバー羽生 糸魚川市大字羽生463番地5 (025)553-2156

7035 バウテック㈲ 糸魚川市南寺島2丁目1番1号 (025)552-3923

7036 ㈱木島組 糸魚川市大字中川原新田2285番地 (025)559-2216

7201 ㈱能建 糸魚川市大字藤崎39-1 (025)566-4811

7206 大滝木材㈱ 糸魚川市大字百川807番地乙 (025)566-2480

7207 ㈾田中製材所 糸魚川市大字平534 (025)566-4721

7211 早津材木店 糸魚川市大字溝尾773 (025)568-2330

7214 ㈱笠原工務店 糸魚川市大字柱道775番地2 (025)566-2667

7215 ㈱笠原建設 糸魚川市大字能生1155番地6 (025)566-3181

7216 ㈱村井建設 糸魚川市大字能生1170番地1 (025)566-2855

7301 ㈱丸田組 糸魚川市大字寺地223番地 (025)562-2052

7302 ㈾山本製材所 糸魚川市大字田海118番地 (025)562-2230

7303 カネヨ運輸㈱ 糸魚川市大字須沢3413番地 (025)552-2520

8003 佐渡木材㈱ 佐渡市秋津19番地1 (0259)27-4168

8006 吉井木材工業㈱ 佐渡市上横山1295番地1 (0259)27-4148

8007 ㈲野本材木店 佐渡市両津夷98-30 (0259)27-2912

8011 両津東部森林組合 佐渡市下久知572番地13 (0259)27-7156

8012 佐渡建築工業㈱ 佐渡市長江898の1 (0259)27-2464

8101 ㈱イワイ工務店 佐渡市稲鯨1341-1 (0259)76-2646

8103 ㈲近藤建設 佐渡市入川1,999番地 (0259)77-2144

8205 佐渡木材工業㈿ 佐渡市八幡町305-4 (0259)57-2414

8206 駒形木材 佐渡市石田833-1 (0259)57-2412

8302 ㈲笠井木材店 佐渡市千種1156-1 (0259)63-2345

8307 佐渡森林組合 佐渡市千種247番地1 (0259)63-4164

8402 新穂森林組合 佐渡市新穂瓜生屋666番地2 (0259)22-2027

8403 藤田建設興業㈱ 佐渡市下新穂475-7 (0259)22-3769

8501 本間木工所 佐渡市浜河内262-2 (0259)67-2357

8601 ㈲志和木材 佐渡市吉岡210 (0259)55-2600

8604 ㈲仙土木材店 佐渡市豊田130 (0259)55-2135

8605 上坂木材㈲ 佐渡市豊田10番地2 (0259)55-2210

8801 南佐渡森林組合 佐渡市羽茂本郷1921番地1 (0259)88-2017

8803 駒形建材 佐渡市羽茂滝平115番地1 (0259)88-2602

8805 駒形木材㈲ 佐渡市羽茂滝平163番地 (0259)88-2183

8808 信栄陸運㈱ 佐渡市羽茂本郷1922番地1 (0259)88-2255

8809 ㈱越佐 佐渡市羽茂大橋2388番地 (0259)81-3977

8810 佐渡が島林業 佐渡市羽茂大橋3382 (0259)81-3030

8902 ㈲新保製材所 佐渡市南新保570番地 (0259)87-3027

7404 宮澤木材産業㈱ 長野県長野市北郷2896番地 (026)239-0588


