
◆認証工場（Ａ種会員） 現在

Ⅰ
 乙種構造材
（柱等縦使い）

Ⅱ
 甲種構造材

（梁、桁等横使い）

Ⅲ
 敷居、鴨居等造作

Ⅳ
 壁板(仕上げ材)

家具、建具、
小木工品

その原板 Ⅸ-１
針葉樹

下地用製材

Ⅸ-２
針葉樹
デッキ材

Ⅸ-５
木質系セメント板

佐　久
（1）

Ｎ-030 (株)青木屋 〒385-0031 佐久市内山7007 0267-62-1283 0267-62-2630 ○
カラマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ、

スギ、ヒノキ
カラマツ、スギ カラマツ、スギ

カラマツ、アカマツ
スギ、ヒノキ、クリ、ナラ

上　小
（4）

Ｎ-003 (株)川西 〒386-1546 上田市大字浦野77 0268-31-2005 0268-31-2440 ○ カラマツ カラマツ

Ｎ-006 (株)第三木材 〒389-0514 東御市加沢201-5 0268-62-1202 0268-62-1204 ○
カラマツ

アカマツ、スギ
カラマツ

アカマツ、スギ
カラマツ

アカマツ、スギ
カラマツ

アカマツ、スギ

Ｎ-007 小林木材(株) 〒386-0701 小県郡長和町和田4336-1 0268-88-2007 0268-88-2423 ○ カラマツ カラマツ カラマツ カラマツ

Ｎ-008 齋藤木材工業(株)

〒386-0603(本社)
〒386-0603(ﾅｶﾞﾄ工場)
〒386-0603(林材工場)
〒386-0603(古町工場)

小県郡長和町古町4294(本社)
小県郡長和町古町4413(ﾅｶﾞﾄ工場)
小県郡長和町古町峠1617(林材工場)
小県郡長和町古町4294(古町工場)

0268-68-3535(本社)
0268-68-3355(ﾅｶﾞﾄ工場)
0268-68-5050(林材工場)
0268-68-3811(古町工場)

0268-68-0202(本社)
0268-68-3108(ﾅｶﾞﾄ工場)
0268-68-5051(林材工場)
0268-68-3807(古町工場)

○ スギ カラマツ、スギ カラマツ
カラマツ

スギ、ヒノキ
大臣認定品(Ｃﾀｲﾌﾟ)

カラマツ、スギ

上伊那
（7）

Ｎ-025 菅沼木材(株)
〒399-4101(本社)
〒399-4101(工場)

駒ヶ根市下平941-1(本社)
駒ヶ根市下平3555(工場)

0265-82-3526 0265-82-6436 ○
カラマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ

スギ、ヒノキ
スギ、ヒノキ

カラマツ
アカマツ、スギ

Ｎ-045 登美屋建設(株) 〒399-3705 上伊那郡飯島町七久保5195-1 0265-86-3513 0265-86-6155 × スギ、ヒノキ

Ｎ-046 (株)有賀製材所 〒399-4501 伊那市西箕輪2020 0265-73-3932 0265-73-8848 × ヒノキ ヒノキ スギ カラマツ、アカマツ、スギ

Ｎ-047 (有)北島屋 〒399-4431 伊那市西春近2122 0265-78-3631 0265-78-3606 ○ ヒノキ アカマツ アカマツ、ヒノキ スギ、ヒノキ、サワラ アカマツ、ヒノキ

Ｎ-049 (有)唐沢木材工業
〒399-4501(本社)
〒399-4501(工場)

伊那市西箕輪2021-1(本社)
伊那市西箕輪932-2(工場)

0265-73-4338 0265-76-2918 ○ スギ、ヒノキ アカマツ、ヒノキ カラマツ、スギ、サワラ

Ｎ-063 都築木材(株)
〒396-0011(本社)
〒396-0215(木質建材工場)

伊那市日影336(本社)
伊那市高遠町小原533-3(木質建材工場)

0265-72-3116(本社) 0265-72-3158(本社) ○
カラマツ、アカマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ、ヒノキ

Ｎ-065 (株)こだま建築舎 〒399-4501 伊那市西箕輪935 0265-98-6785 0265-98-6786 ○ スギ アカマツ、スギ アカマツ、スギ

下伊那
（6）

Ｎ-013 根羽村森林組合 〒395-0701 下伊那郡根羽村407-10 0265-49-2120 0265-49-2432 ○ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ

Ｎ-028
飯伊森林組合
　飯伊木材流通センター

〒395-0033(本所)
〒395-1100(工場)

飯田市常盤町30(本所)
下伊那郡喬木村400(工場)

0265-22-0604(本所)
0265-33-3361(工場)

0265-22-0612(本所)
0265-33-3383(工場)

○ スギ、ヒノキ ヒノキ

Ｎ-034 上郷木材(株) 〒395-0004 飯田市上郷黒田1172 0265-24-6180 0265-24-6188 ○ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ カラマツ、ヒノキ

Ｎ-041 後藤製材建設(株) 〒395-0821 飯田市松尾新井7238 0265-53-3377 0265-53-0200 ○ ヒノキ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ アカマツ

Ｎ-055 生田木材技建(株) 〒399-3302 下伊那郡松川町生田849-5 0265-36-2310 0265-36-3709 ○ ヒノキ アカマツ、スギ、ヒノキ アカマツ、ヒノキ アカマツ、スギ、ヒノキ アカマツ、ヒノキ

Ｎ-060 (株)飯伊　製材工場　ほうりん 〒395-1100 下伊那郡喬木村400-161 0265-49-8418 0865-49-8419 ○ スギ、ヒノキ スギ、ヒノキ

木　曽
（6）

Ｎ-016 (株)勝野木材 〒399-5301 木曽郡南木曽町読書1750 0264-57-2532 0264-57-3749 ○ ヒノキ カラマツ、ヒノキ カラマツ、ヒノキ カラマツ、ヒノキ カラマツ、ヒノキ

Ｎ-017 南木曽木材産業(株) 〒399-5302 木曽郡南木曽町吾妻1187 0264-57-3044 0264-57-2006 ○ ヒノキ アカマツ、ヒノキ ヒノキ ヒノキ

Ｎ-018 のむら木材(株) 〒399-5604 木曽郡上松町正島町1-18-1 0264-52-2417 0264-52-3530 ○ ヒノキ ヒノキ ヒノキ ヒノキ、サワラ ヒノキ

Ｎ-029 出口木材工業(株) 〒399-5504 木曽郡大桑村野尻2226 0264-55-2073 0264-55-3535 ○ ヒノキ ヒノキ

Ｎ-036 (有)薮原製材所
〒399-6201(本社)
〒397-0000(福島工場)

木曽郡木祖村薮原1242-2(本社)
木曽郡木曽町社木(福島工場)

0264-36-2116(本社)
0264-22-3635(福島工場)

0264-36-3256 ○ サワラ、ヒノキ ヒノキ

Ｎ-062 (株)海老沢木材　正島工場 〒399-5604(正島工場) 木曽郡上松町正島町1-19(正島工場) 0264-52-2027(正島工場) 0264-52-2426(正島工場) ○ ヒノキ ヒノキ ヒノキ ヒノキ、サワラ ヒノキ

松　本
（5）

Ｎ-014 大共木材(有) 〒399-6302 塩尻市木曽平沢2077-261 0264-34-2107 0264-34-2757 ○ ヒノキ ヒノキ ヒノキ サワラ

Ｎ-019 (有)中信 〒399-8101 安曇野市三郷明盛1835-3 0263-77-2700 0263-77-6448 ○ カラマツ

Ｎ-020 林友ハウス工業(株) 〒399-8303 安曇野市穂高8421 0263-82-3388 0263-82-8063 ○ カラマツ、ヒノキ カラマツ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ

ヒノキ
カラマツ、アカマツ

ヒノキ、サワラ
カラマツ、アカマツ

ヒノキ

Ｎ-043 征矢野建材(株)

〒399-0033(本社)
〒390-1131(ｿﾔﾉｱｰｸｽ)
〒399-0711(ﾌﾟﾚｲﾘｰﾌｧｸﾄﾘｰ)
〒399-0711(ｿﾔﾉｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ)

松本市笹賀7116-1(本社)
松本市今井野尻5031(ｿﾔﾉｱｰｸｽ)
塩尻市片丘今泉9828-2(ﾌﾟﾚｲﾘｰﾌｧｸﾄﾘｰ)
塩尻市片丘8501-1(ｿﾔﾉｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ)

0263-86-0250(本社)
0263-50-3939(ｿﾔﾉｱｰｸｽ)
0263-54-7460(ﾌﾟﾚｲﾘｰﾌｧｸﾄﾘｰ)
0263-55-1290(ｿﾔﾉｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ)

0263-86-4461(本社)
0263-50-3910(ｿﾔﾉｱｰｸｽ)
0263-54-7531(ﾌﾟﾚｲﾘｰﾌｧｸﾄﾘｰ)
0263-55-1291(ｿﾔﾉｳｯﾄﾞﾊﾟｰｸ)

○ ヒノキ アカマツ、ヒノキ カラマツ、アカマツ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ、ヒノキ

ナラ、クリ、サクラ

カラマツ、アカマツ、
スギ、ヒノキ大臣認定

品(Ｂﾀｲﾌﾟ)
カラマツ、アカマツ、

スギ、ヒノキ

Ｎ-050 (株)木曽アルテック社 〒399-6303 塩尻市奈良井82-1 0264-34-3303 0264-34-2888 〇
アカマツ、クルミ、ミズメ

ナラ、クリ、サクラ

長　野
（4）

Ｎ-051 (株)鎌倉材木店 〒381-0024 長野市南長池39-5 026-221-5375 026-221-5386 〇
カラマツ、スギ、ヒノキ

（家具用原板のみ）

Ｎ-056 伊藤木材(株) 〒389-1305 上水内郡信濃町柏原2671 026-255-2017 026-255-2333 〇 スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ

Ｎ-059 (有)丸山材木店 〒382-0037 須坂市野辺町746 026-245-0757 026-245-0244 〇 スギ、ヒノキ カラマツ、スギ、ヒノキ

Ｎ-061 (株)山崎屋木工製作所
〒387-0013(本社)
〒387-0017(工場)

千曲市小島2817(本社)
千曲市中555-1(工場)

026-272-2765 026-272-2765 〇 ヒノキ

北　信
（3）

Ｎ-024 瑞穂木材(株) 〒389-2301 下髙井郡木島平村穂高3228-1 0269-82-3118 0269-82-4156 ○
カラマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ、アカマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ

スギ、ヒノキ
カラマツ

スギ、ヒノキ

Ｎ-054 中澤木材(株) 〒383-0064 中野市新井360-5 0269-22-2618 0269-22-5632 ○ カラマツ、スギ カラマツ、スギ スギ

Ｎ-058 栄村森林組合 〒389-2702 下水内郡栄村大字北信3586-4 0269-87-2352 0269-87-3075 ○ スギ スギ スギ ブナ

計 36 社

　　　　　

◆製品認証製品（準会員）

針葉樹合板 圧密複合フローリング 針葉樹ＬＶＬ 木質系セメント板 枠組壁工法構造用製材

県外 Ｎ-50001 林ベニヤ産業(株)
〒541-0041(本社)
〒926-8501(七尾工場)

大阪府大阪市中央区北浜4-8-4(本社)
石川県七尾市大田町110-43(七尾工場)

06-6228-1401(本社)
0767-52-4376(七尾工場)

06-6228-1400(本社)
0767-53-6059(七尾工場)

○
カラマツ、ヒノキ、

ハイブリッド 　事務局：信州木材認証製品センター

県外 Ｎ-50002 (株)キーテック
〒136-0082(本社)
〒292-0837(木更津工場)
〒409-2522(山梨工場)

東京都江東区新木場1-7-22(本社)
千葉県木更津市木材港15(木更津工場)
山梨県南巨摩郡身延町下山11371(山梨工

03-5534-3741(本社)
0438-36-9311(木更津工場)
0556-64-8223(山梨工場)

03-5534-3750(本社)
0438-37-2102(木更津工場)
0556-64-8224(山梨工場)

○
カラマツ、アカマツ、スギ、

ヒノキ、ハイブリッド
スギ カラマツ、スギ 　　　　　（長野県木材協同組合連合会内）

県外 Ｎ-50004 ニチハ(株)
〒460-8610(本社)
〒455-8550(名古屋工場)

名古屋市中区錦二丁目18番19号(本社)
名古屋市港区汐止町12番地(名古屋工場)

052-220-5111(本社)
052-381-2811(名古屋工場)

052-220-3411(本社)
052-383-0668(名古屋工場)

○ ヒノキ・スギ混合 　　　　　　〒380-8567 長野市岡田町30-15

（注）　１　本表はR2年11月現在の一覧表で、新規認定等により工場数の増加が見込まれるため、随時認証センターに確認してください。
　　　　２　認証製品の生産は認証工場の他、認証工場以外でも製品認証制度により認証する方法があります。
　　　　　

見積対応

Ⅸその他

信州木材認証製品センター　認証工場・認証製品一覧
令和4年5月20日

地域
認証
番号

認定工場名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

FAX番号

認証されている品目・樹種
針葉樹構造用製材 針葉樹造作用製材 Ⅴ

フローリング
Ⅵ Ⅶ

集成材
（構造用（大断面・中断面・小断

面）、造作用等全ての製品）

Ⅷ
接着重ね梁

地域
認証
番号

認定工場名 郵便番号 所在地 電話番号 見積対応

認証されている品目・樹種
Ⅸその他

Ⅰ～Ⅵ種
の認証

取得して
いる樹種

Ⅰ～Ⅷ種
の認証

取得して
いる樹種

Ⅰ､Ⅱ､Ⅳ種
の認証
取得して
いる樹種


