
平成28年度　合法性・持続可能性の証明に係る事業者認定

認定日更新日 認定番号 企業名 代表者名 所在地 製材 合板 製品 天然木化粧板 木材 パーチ 繊維板MDF ツキ板 集成材㎥ 丸太㎥ 単板 単材

1 更2015/9/11 日家振Ｇ001 マルケイ木工㈱ 橘髙延幸 広島県 0 0 0

2 更2015/8/24 日家振Ｇ002 ㈱いさみや 関口浩樹 北海道

3 更2015/9/28 日家振Ｇ003 冨士ファニチア㈱ 布川徹 徳島県 868.71㎥ 6,544枚 92,714台 30,864枚

4 更2015/11/15 日家振Ｇ004 豊橋木工㈱ 安藤安社 愛知県 4,119枚 27,000脚 151.3124㎥

5 更2015/11/12 日家振Ｇ006 ㈱水谷産業 水谷幸子 徳島県

6 更2015/11/2 日家振Ｇ007 ㈱キタニ 植田一良 岐阜県 25㎥ 160枚 950

7 更2015/12/25 日家振Ｇ008 ミラン㈱ 西垣茂雄 岐阜県

8 更2015/11/22 日家振Ｇ010 河本家具工業㈲ 河本英智 北海道

9 更2015/11/2 日家振Ｇ011 ㈱大雪木工 長谷川将慶 北海道

10 更2015/11/17 日家振Ｇ012 ㈱カンディハウス 渡辺直行 北海道 1,328㎥ 38,193枚 90,009個 101.000㎡ 200㎥

11 更2015/11/22 日家振Ｇ013 ㈱シノハラ製作所 篠原猛 福岡県 53.2㎥ 6,259枚

12 更2015/11/12 日家振Ｇ014 ㈱シズテー 杉村伸夫 静岡県 127,217枚 202,607

13 更2015/10/23 日家振Ｇ015 北日本ボード工業㈱ 半田健喜 秋田県 390㎥ 260,000枚 101,000個

14 更2016/1/10 日家振Ｇ016 マスセット㈱ 鈴木一成 東京都 1.61ｔ 199.63ｔ 535.32ｔ

15 更2016/5/20 日家振Ｇ018 カリモク家具㈱ 加藤英樹 愛知県 7102.7㎥ 182,812枚 338,787台 67,473枚 134,074枚

16 更2016/6/1 日家振Ｇ019 土井木工㈱ 土井啓嗣 広島県 152㎥ 3900枚 2,650

17 更2016/5/19 日家振Ｇ020 日進木工㈱ 北村斉 岐阜県 1050.4097㎥ 3,197枚 24,521 4,106枚

18 更2016/6/28 日家振Ｇ021 ㈱天童木工 加藤昌宏 山形県 160㎥ 20,000枚 31,286 76,000㎡ 60㎥ 13,000㎡

19 更2016/8/26 日家振Ｇ022 飛騨産業㈱ 岡田贊三 岐阜県 31㎥ 1,397枚 229

20 更2016/10/30 日家振Ｇ023 ㈱ティーズ 外山哲 大阪府 25.4198㎥ 509枚

21 更2016/11/11 日家振Ｇ024 ㈱シラカワ 白川勝規 岐阜県 1,654㎥ 30,371

22 更2017/1/21 日家振Ｇ025 ㈱明石木工製作所 佐藤勲 北海道 30㎥ 1,000枚 200台 6㎥

23 更2014/5/1 日家振Ｇ027 ㈱くらた 倉田昭 静岡県

24 更2017/7/27 日家振Ｇ030 起立木工㈱ 高橋正幸 静岡県 266㎥ 1,315枚

25 更2016/5/26 日家振Ｇ031 柏木工㈱ 関道朗 岐阜県 2,640㎥ 21,600枚 57,840

26 更2016/6/10 日家振Ｇ032 木童工房㈱ 関西春樹 岐阜県 2㎥ 9枚 2,521

27 更2016/7/13 日家振Ｇ033 日本フクラ㈱南濃工場 加藤昭造 岐阜県 8.118㎥ 11,007枚 21.417㎥ 2.321㎥

28 更2016/10/9 日家振Ｇ036 ㈱四元工美 四元良一 神奈川県 26.6455475㎥ 3,295枚 1,992枚

29 更2016/11/1 日家振Ｇ037 ㈱イバタインテリア 井端清秀 岐阜県 452.3496㎥ 10,443

30 更2016/11/16 日家振Ｇ038 ㈱橋詰家具 橋詰久義 宮崎県 785.1㎥ 12,953枚 9,273

31 更2016/12/3 日家振Ｇ039 草苅木工㈱ 草苅秀明 茨城県 54.00㎥ 16.00㎥

32 更2017/1/6 日家振Ｇ041 ㈲雉子舎 音羽俊幸 岐阜県 51.69㎥ 276枚 666 15枚

33 更2017/1/20 日家振Ｇ042 ㈱朝日相扶製作所 阿部佳孝 山形県 350㎥ 18,792枚 8,352個

34 更2017/2/14 日家振Ｇ043 ㈱アサヒ 小埜澄夫 大分県 1.500㎥ 3,000枚 20,200台

35 更2017/7/4 日家振Ｇ044 ㈱八堂 石川則時 神奈川県 112.452㎥ 269.6275㎥

36 更2015/6/29 日家振Ｇ045 山形木工㈱ 湯田孝司 山形県 11,871枚 161,000

37 更2015/7/18 日家振Ｇ046 ㈱アンネルベッド 石田朋宏 広島県

38 更2016/4/12 日家振Ｇ047 山岡木材工業㈱ 山本宏 北海道

39 更2016/10/28 日家振Ｇ048 小島工芸㈱ 小島勝利 東京都 39.68㎥ 24,093枚 10,500本 16,159枚 20,704枚

40 更2016/12/10 日家振Ｇ049 ドリームベッド㈱ 小出克己 広島県 639㎡ 163枚 326個

41 更2017/1/21 日家振Ｇ050 ㈱杉工場 杉寛司 広島県 1.000㎥ 2,000枚 17,500台

42 更2017/1/21 日家振Ｇ051 マルイチセーリング㈱ 小林一朗 福井県 51,500枚 24,200本 14,000枚

43 更2017/1/29 日家振Ｇ052 ㈱久和屋 望月嘉朗 静岡県 75㎥ 180本

44 更2017/2/3 日家振Ｇ053 ㈲カイバラ工芸 貝原義幸 福岡県 167.7681163㎥ 553



45 更2017/2/7 日家振Ｇ054 ㈱札幌杢幸舎 渡邊陽一 北海道 13.92659㎥ 1,311枚 300台

46 更2017/2/3 日家振Ｇ055 ㈱匠工芸 桑原義彦 北海道 100㎥ 1,350枚 30,500 700枚

47 更2017/3/3 日家振Ｇ056 ウサミ木工㈱ 宇佐見泰隆 北海道 75㎥ 1,200枚 3,600本 150枚 10㎥

48 更2017/3/3 日家振Ｇ057 ㈱森繁 森康一 香川県 407㎥ 10,149枚 1,004枚

49 更2017/3/3 日家振Ｇ058 ㈱辻製作所 辻英二 福岡県 499㎥ 1,452枚 1,008枚

50 更2017/3/4 日家振Ｇ059 丸繁木工㈱ 大倉秀介 愛知県 135㎥ 6,000枚 10,700個 5,000枚

51 更2017/3/5 日家振Ｇ060 ㈱コサイン 星幸一 北海道 176㎡ 159枚 211枚

52 更2017/3/5 日家振Ｇ061 板倉家具㈱ 板倉英也 愛知県

53 更2017/3/10 日家振Ｇ062 ㈱河口家具製作所 河口健 福岡県 147.48㎥ 127,910枚 9,632 178,146枚

54 更2017/3/14 日家振Ｇ063 ナガノインテリア工業㈱ 永野貴啓 福岡県 3,250㎥ 3,500枚 79,971個

55 更2017/3/18 日家振Ｇ065 ㈱メーベルトーコー 野原寛史 北海道 25.07㎥ 4,680枚 1,900

56 更2017/3/18 日家振Ｇ066 ㈱新象 熊谷徹 大分県 231.5㎥ 3,582 6,524

57 更2017/3/18 日家振Ｇ067 ㈱新木コーポレーション 新木雅章 鳥取県 47㎥ 2,700枚 1,160本 60㎥

58 更2017/4/2 日家振Ｇ068 古賀清木工㈱ 古賀聖剛 福岡県

59 更2017/4/7 日家振Ｇ069 ㈱郡上合板 羽田野優男 岐阜県 255㎥ 65㎥ 253,000個

60 更2017/4/18 日家振Ｇ070 ㈱木馬舎 駒屋将 岐阜県 200㎥ 1,500枚 5,150

61 更2017/5/19 日家振Ｇ071 ㈲浅野タンス 浅野誠 新潟県 3㎥ 10本

62 更2017/5/22 日家振Ｇ072 ㈱馬場木工 馬場末広 福岡県 35.514㎥ 42.329㎥ 3,155本 20.036㎥ 11.397㎥ 26.352㎥

63 更2017/6/11 日家振Ｇ074 ㈲中野木工 中野眞吉 秋田県

64 更2017/6/11 日家振Ｇ075 ハイテクウッド秋田㈱ 清水正博 秋田県 5,260台 195㎥ 487㎥ 289㎥

65 更2017/6/11 日家振Ｇ076 ㈲萩原製作所 萩原易雄 秋田県 5.0195㎥ 563枚 505

66 更2017/6/20 日家振Ｇ077 オークヴィレッジ㈱ 稲本正 岐阜県 224㎥ 102枚 50,850

67 更2017/6/23 日家振Ｇ078 桐里工房 稗田正弘 福岡県 3.6059㎥ 14台

68 更2017/7/17 日家振Ｇ079 ㈱馬場家具 馬場万亀彦 群馬県 13,357枚 2,053 33.9569㎥ 34,755本

69 更2017/7/17 日家振Ｇ080 ㈱モーニン 諸岡隆宣 福岡県 223.7239㎥ 3,000枚 2,310台

70 更2017/8/27 日家振Ｇ082 エコウッド景観協同組合 倉田明紀 静岡県

71 更2017/9/10 日家振Ｇ083 ㈱インテリアナス 水谷松治 北海道 78㎥ 2,100枚 1,985本

72 更2017/9/19 日家振Ｇ084 ㈲喜多製作所 喜多憲一 福岡県

73 更2017/10/10 日家振Ｇ085 ㈱いまだ 今田正敏 広島県 180㎥ 4,000枚 1,680本

74 更2017/10/10 日家振Ｇ086 浜本工芸㈱ 浜本洋 広島県

75 更2017/10/24 日家振Ｇ087 ㈱堀田木工所 堀田真宏 広島県

76 更2017/11/11 日家振Ｇ088 ㈲加藤木工 加藤政博 北海道 163㎥ 26,022枚 27 343枚

77 新2015/3/24 日家振Ｇ089 ㈱門田木工 門田陽一 佐賀県 86.5㎥ 1,156枚 1,229本

78 新2015/3/26 日家振Ｇ090 ㈱フジイ 藤井哲郎 兵庫県

79 新2015/3/27 日家振Ｇ091 宮田産業㈱ 佐藤信 北海道

80 新2015/4/30 日家振Ｇ093 高野木工㈱ 高野太輔 福岡県

81 新2015/9/4 日家振Ｇ094 ㈱山﨑木工所 山﨑年庸 大阪府 109.179㎥ 5,273枚 19,266台

82 新2015/10/2 日家振Ｇ095 ㈱総桐箪笥和光 加島清治 福岡県 34.305㎥ 185台

83 新2015/10/16 日家振Ｇ096 ㈱相合家具製作所 茂見忠弘 大阪府

84 新2015/10/16 日家振Ｇ097 ㈱高田ベッド製作所 高田重植 大阪府 5,820枚

85 新2015/10/27 日家振Ｇ098 金丸木工㈱ 栗原健伸 広島県 20㎥ 2,000枚 6,000台

86 新2015/10/29 日家振Ｇ099 ㈱プラス・ワン 吉村順一 岐阜県

87 新2015/10/29 日家振Ｇ100 ㈲西山家具 西山雄一郎 鳥取県

88 新2016/4/1 日家振Ｇ101 ㈱ヒラシマ 平島美奈子 福岡県 380㎥ 1,600枚 1,918台 2,900枚 7,600㎡

89 新2016/6/23 日家振Ｇ102 稲垣工芸㈱ 稲垣哲也 北海道

90 新2017/2/10 日家振Ｇ103 ㈱キルト工芸 鈴木幸一郎 神奈川県 712枚 25,311 9枚



91 新2017/2/15 日家振Ｇ104 友澤木工㈱ 友澤優之 愛知県 71㎥ 227㎥ 0 335㎥ 367㎥

92 新2017/7/18 日家振Ｇ105 wood design 工房㈱ 村上恵梨 京都府 150㎏


