
認定番号 登録年月日 名　　称 代表者氏名 郵便番号 　 連絡先 主たる業種 管理責任者 有効期限

ちばの木　１号 平成30年4月1日 千葉県木材市場（協） 小池正男 283-0823 東金市山田800 0475-55-6161
市場経営

（素材・製材品販売）
山口浩司 令和6年3月31日

ちばの木　２号 平成30年4月1日 木更津木材㈱ 小髙真一 292-0837 木更津市木材港5 0438-37-1271 不動産賃貸業・木材製品販売業 小髙真一 令和6年3月31日

ちばの木　３号 平成30年4月1日 ㈲平野木材 平野一成 298-0022 いすみ市佐室365 0470-66-1512 木材加工業 平野一成 令和6年3月31日

ちばの木　５号 平成30年4月1日 石井工業㈱ 石井充 289-1345 山武市津辺327 0475-82-2808 製材業・木材販売業・建設業 石井充 令和6年3月31日

ちばの木　６号 平成30年4月1日 中央木材産業㈱ 中村能央 272-0834 市川市国分1-14-7 047-701-7410 木材チップ製造 中村正章 令和6年3月31日

ちばの木　７号 平成30年4月1日 ㈲リョウケ 木内一人 289-0421 香取市鳩山301-4 0478-78-4410 木材販売・製材業 木内一人 令和6年3月31日

ちばの木　８号 平成30年4月1日 ㈱ザイエンス千葉製造所 星野勝則 270-1402 白井市平塚2788-1 0474-91-7803 木材防腐業・木材販売 星野勝則 令和6年3月31日

ちばの木　９号 平成30年4月1日 千葉県森林組合連合会 酒井茂英 260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 043-227-8231 木材販売業 泉水秀昭 令和6年3月31日

ちばの木１０号 平成30年4月1日 企業組合千葉県森林整備協会 影山明男 293-0052 富津市宝竜寺32 0439-66-0720
素材生産業・製材業

木材販売業
橋本幹也 令和6年3月31日

ちばの木１１号 平成30年4月1日 千葉県森林組合北総事業所 大杉雅之 283-0834 東金市上布田190 0475-55-9474 素材生産業・木材販売業 大杉雅之 令和6年3月31日

ちばの木１２号 平成30年4月1日 千葉県森林組合北部支所 磯部良己 290-0543 市原市飯給1079 0436-96-0004
素材生産・素材販売

製材品販売
磯部良己 令和6年3月31日

ちばの木１３号 平成30年4月1日 千葉県森林組合南部支所 三橋裕 292-1168 君津市西粟倉135 0439-37-2004 木材販売業 三橋裕 令和6年3月31日

ちばの木１４号 平成30年4月1日 千葉県森林組合安房事業所 竹ノ内秀和 299-2725 南房総市和田町黒岩380-5 0470-47-2227 木材販売業 座間透 令和6年3月31日

ちばの木１５号 平成30年4月1日 千葉県中部林業事務所 朝川康彦 299-1152 君津市久保5-1-3 0439-55-4970 素材生産業 小倉満 令和6年3月31日

ちばの木１６号 平成30年4月1日 千葉県南部林業事務所 栗山俊雄 296-0044 鴨川市広場820 04-7092-1318 県営林管理 今関達治 令和6年3月31日

ちばの木１７号 平成30年4月1日 千葉県北部林業事務所 橋本信一 289-1321 山武市富田ト1177-7 0475-82-3121 素材生産業 森林振興課長 令和6年3月31日

ちばの木１８号 平成30年4月1日 ㈲マツムラ 松村義彦 270-2204 松戸市六実4-1-2 047-387-2920 木材・建材販売 松村義彦 令和6年3月31日

ちばの木１９号 平成30年4月1日 鈴木木材工業㈱ 鈴木保史 289-1733 山武郡横芝光町栗山840 0479-82-2138
製材・木材販売
プレカット加工

鈴木保史 令和6年3月31日

ちばの木２０号 平成30年4月1日 千葉県森林組合 本吉久雄 260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 043-227-8233 木材生産業 大杉雅之 令和6年3月31日

ちばの木２２号 平成30年4月1日 ㈱マルトシ 榊原富美子 283-0823 東金市山田1315-1 0475-50-3701 素材生産・素材販売 榊原富美子 令和6年3月31日

ちばの木２３号 平成30年4月1日 ㈲榊原木材 榊原昇 289-1143 八街市八街い71 043-443-4961
素材販売・製材
製材品販売

榊原昇 令和6年3月31日

ちばの木２４号 平成30年4月1日 ㈲石渡木材 石渡敏雄 267-0066 千葉市緑区あすみが丘8-4-23 043-294-0353
素材生産・素材販売
製材・おが粉製造

その他（建築設備）
石渡敏雄 令和6年3月31日

ち　ば　の　木　取　扱　事　業　者　名　簿
令和５年４月６日現在



ちばの木２５号 平成30年4月1日 丸西建材㈲ 西塚健治 289-1345 山武市津辺376 0475-82-2255 製材業・木材販売業 西塚健治 令和6年3月31日

ちばの木２７号 平成30年4月1日 ㈱一條権次郎商店 一條知巳 136-0082 東京都江東区新木場1-2-13 03-3521-7530 卸売業 一條知巳 令和6年3月31日

ちばの木３０号 平成30年4月1日 清水林業㈱ 清水雅樹 298-0272 夷隅郡大多喜町市川109 製材業 清水雅樹 令和6年3月31日

ちばの木３１号 平成30年4月1日 ㈱早川 早川金光 295-0011 南房総市千倉町北朝夷180 0470-44-2151 製材業・卸売り業 早川金光 令和6年3月31日

ちばの木３２号 平成30年4月1日 とみ川材木店㈲ 富川武子 272-0837 市川市堀之内1-20-1 047-372-7210 製材品販売業 富川政夫 令和6年3月31日

ちばの木３３号 平成30年4月1日 ㈲丸番材木店 番場輝久 277-0042 柏市逆井1231-1 047-160-5800 木材販売業 番場輝久 令和6年3月31日

ちばの木３６号 平成31年4月1日 並木木材㈱ 並木浩 261-0002 千葉市美浜区新港117 043-242-1951 木材卸売業 並木浩 令和7年3月31日

ちばの木３７号 平成31年4月1日 小長谷材木店 小長谷直弘 287-0003 香取市佐原イ570 0478-52-2821 木材販売業 小長谷直弘 令和7年3月31日

ちばの木４３号 平成31年4月1日 ㈲松本屋本店 本宮達男 287-0003 香取市佐原イ4149 0478-55-1135 木材販売業 本宮達男 令和7年3月31日

ちばの木４５号 平成31年4月1日 谷田部製作所 谷田部直樹 287-0033 香取市牧野2142-2 0478-52-4568
製材業・製材品販売・素材生産　・素

材販売
谷田部直樹 令和7年3月31日

ちばの木４６号 平成31年4月1日 長狭木材工業㈱ 鈴木順一 296-0104 鴨川市南小町795 04-7097-0049 製材業・木材販売業 鈴木順一 令和7年3月31日

ちばの木４７号 平成31年4月1日 ㈱ヨシモク 吉野文男 297-0042 茂原市三ヶ谷1813 0475-25-2220 木材販売業 吉野文男 令和7年3月31日

ちばの木４８号 平成31年4月1日 佐藤木材工業㈲ 佐藤誠一 277-0054 白井市神々廻1611-11 047-498-0307 木材販売業 嶋田英生 令和7年3月31日

ちばの木４９号 平成31年4月1日 ㈱福本材木店 福本英一 276-0046 八千代市大和田新田355-15 047-450-3041 木材販売業 福本英一 令和7年3月31日

ちばの木５０号 平成31年4月1日 ㈲唐笠工務店 唐笠信一 289-1305 山武市本須賀3713 0475-84-1365 木材販売業 唐笠敦 令和7年3月31日

ちばの木５１号 平成31年4月1日 亀村木材㈱ 亀村俊二 287-0003 香取市佐原イ1058 0478-57-3248
木材販売業

素材生産業・製材業
亀村俊二 令和7年3月31日

ちばの木５２号 平成31年4月1日 ㈱正林木材 正林宏平 297-0026 茂原市茂原1130 0475-22-1717 木材販売業 正林宏平 令和7年3月31日

ちばの木５３号 平成31年4月1日 丸春木材㈲ 芦田信夫 270-2241 松戸市松戸新田297-7 047-362-6858 木材販売業・素材生産業 芦田信夫 令和7年3月31日

ちばの木５４号 平成31年4月1日 香取市木材（協） 亀村俊二 287-0003 香取市香取1058 0478-50-5700 木材販売業・素材生産業 亀村俊二 令和7年3月31日

ちばの木５５号 平成31年4月1日 朝生林業㈱ 朝生利一 290-0524 市原市平蔵322 0436-89-2014 木材販売業 朝生津江子 令和7年3月31日

ちばの木５６号 平成31年4月1日 ㈲鈴木製材所 鈴木美津子 283-0805 東金市松之郷1329-1 0475-52-6191 製材業 鈴木一正 令和7年3月31日

ちばの木５７号 平成31年4月1日 ㈲千葉竹材 加藤和男 297-0233 長生郡長柄町六地蔵212 0475-35-4353 素材生産業・木材販売業 加藤和男 令和7年3月31日

ちばの木６０号 平成31年4月1日 ㈲斎木製材所 齋木孝治 289-1114 八街市東吉田377 043-443-0723 製材業 齋木孝治 令和7年3月31日

ちばの木６２号 平成31年4月1日 葛岡木材 葛岡正浩 299-3242 大網白里市金谷郷2467 0475-72-0707 素材生産・素材販売・製材 葛岡正浩 令和7年3月31日

ちばの木６３号 平成31年4月1日 ㈱福田材木店 福田昌広 289-1115 八街市八街ほ375 043-444-0063 木材販売業 福田昌広 令和7年3月31日



ちばの木６４号 平成31年4月1日 ㈱丸正木材工業 小川茂義 289-1501 山武市松尾町山室514 0479-86-3623
素材生産業・製材業

木材販売業
小川茂義 令和7年3月31日

ちばの木６５号 平成31年4月1日 ㈲石橋材木店 石橋義弘 299-3218 大網白里市北飯塚477-4 0475-72-0193 製材業 石橋義弘 令和7年3月31日

ちばの木６６号 平成31年4月1日 ㈱海寳製材所 海寳弘和 289-1115 八街市八街ほ235 043-444-0013 製材業 海寳弘和 令和7年3月31日

ちばの木６８号 平成31年4月1日 ㈲友次製材所 宮田剛志 297-0218 長生郡長柄町桜谷87 0475-35-4235
製材業・木材販売業

素材生産業
宮田剛志 令和7年3月31日

ちばの木６９号 平成31年4月1日 ㈲越川材木店 越川博光 289-1732 山武郡横芝光町横芝422 0479-82-0113 木材販売業 越川博光 令和7年3月31日

ちばの木７０号 平成31年4月1日 エスケイ工業㈱ 齋木勝治 289-1114 八街市東吉田502 043-443-1188 製材業 齋木勝治 令和7年3月31日

ちばの木７１号 平成31年4月1日 ㈲齊藤工務店 齊藤衛 289-1305 山武市本須賀1599 0475-84-1303
素材生産・製材

製材品販売・設計・建築
齊藤衛 令和7年3月31日

ちばの木７３号 平成31年4月1日 阿部造船㈱ 阿部鐵則 283-0103 山武郡九十九里町田中荒生233 0475-76-2428 木材販売業 阿部鐵則 令和7年3月31日

ちばの木７７号 平成31年4月1日 ㈱武傳 武市一宏 274-0825 船橋市前原西3-23-7 047-473-0514 木材・建築資材販売 武市一宏 令和7年3月31日

ちばの木７８号 平成31年4月1日 ㈱江澤木材店 江澤幸夫 297-0145 長生郡長南町佐坪1157 0475-46-0151 木材販売業 江澤幸夫 令和7年3月31日

ちばの木８０号 平成31年4月1日 ㈱大鐵建設 露﨑利行 299-0236 袖ケ浦市横田2570 0438-75-3121 建築業・木材販売業 露﨑利行 令和7年3月31日

ちばの木８１号 令和5年4月1日 ㈲斉藤材木店 齋藤広一 289-2501 旭市新町1300 0479-63-5226 木材販売業 齋藤広一 令和8年3月31日

ちばの木８２号 令和5年4月1日 鶴岡材木株式会社 鶴岡達男 298-0002 いすみ市日在409-3 0470-62-9220
製材・製材品販売
プレカット加工

おが粉製造・銘木・特殊材販売
鶴岡康平 令和8年3月31日

ちばの木８３号 令和5年4月1日 ㈲袖ケ浦木材センター 桐谷晃一郎 299-0201 袖ケ浦市川原井2092-2 0438-75-6932 市場 桐谷晃一郎 令和8年3月31日

ちばの木８５号 令和5年4月1日 岩田林業 岩田浩志 293-0052 富津市宝竜寺615-1 0439-66-2381 素材生産業 岩田浩志 令和8年3月31日

ちばの木８６号 令和5年4月1日 ㈲丸正林業 齋藤正則 298-0271 夷隅郡大多喜町中野461 0470-83-0260 素材生産・製材・木材販売 齋藤正則 令和8年3月31日

ちばの木８７号 令和5年4月1日 ㈲藤原木材 藤原　清 266-0005 千葉市緑区誉田町1-792-13 043-291-4910 木材（製材品）・小売販売業 藤原弘之 令和8年3月31日

ちばの木８９号 令和5年4月1日 ㈲清宮工務店 清宮　守 289-1306 山武市白幡33 0475-84-2707
建築業・製材・木材販売業

・建築設計
清宮　守 令和8年3月31日

ちばの木９０号 令和5年4月1日 仲村産業 仲村和麻呂 297-0218 長生郡長柄町桜谷248 0475-35-2272 製材業・素材生産・加工 仲村和麻呂 令和8年3月31日

ちばの木９１号 令和5年4月1日 ㈲平野製材所 平野雅之 289-1103 八街市八街に65 043-444-0073 建築・木材販売業 平野雅之 令和8年3月31日

ちばの木９２号 令和5年4月1日 ㈲小池材木店 小池一成 289-1316 山武市五木田2656 0475-84-0424
素材販売・製材

製材品販売・建築
小池一成 令和8年3月31日

ちばの木９３号 令和5年4月1日 ㈲丸光木材 丸　紘祥 297-0134 長生郡長南町芝原2506 0475-47-0303
木材販売業・素材生産業

製材業
丸　紘祥 令和8年3月31日

ちばの木９４号 令和5年4月1日 矢野林材㈱ 矢野昌秀 298-0004 いすみ市大原7941 0470-62-1231 製材品販売 矢野昌秀 令和8年3月31日

ちばの木９７号 令和5年4月1日 酒井材木店 酒井大樹 298-0224 夷隅郡大多喜町堀之内224 0470-82-4335 製材業 酒井大樹 令和8年3月31日

ちばの木９８号 令和5年4月1日 ㈱大沢 大沢千丈 299-0236 袖ケ浦市横田1906-1 0438-75-2331 木材販売 大沢一郎 令和8年3月31日



ちばの木９９号 令和5年4月1日 郡司材木店 郡司和明 287-0061 香取市谷中1017 0478-54-6487 素材生産業,木材・銘木販売 郡司和明 令和8年3月31日

ちばの木１０５号 令和5年4月1日 ㈲クサノ 戸塚一彰 287-0005 香取市佐原ホ1159 0478-52-2101 木材販売業 戸塚一彰 令和8年3月31日

ちばの木１０６号 令和5年4月1日 ㈲勝又木材 勝又義雄 289-2245 香取郡多古町牛尾1020 0479-76-3541 製材業・素材生産業・木材販売業 勝又義雄 令和8年3月31日

ちばの木１０７号 令和5年4月1日 ㈱関根 関根清隆 283-0823 東金市山田800 0475-55-6161 製材品販売 関根清隆 令和8年3月31日

ちばの木１０９号 平成30年4月1日 平野林業㈱ 平野栄一 287-0102 香取市岩部1128 0478-75-2526 素材生産・木材販売 平野栄一 令和6年3月31日

ちばの木１１１号 平成30年4月1日 志田製材㈲ 志田光功 298-0233 夷隅郡大多喜町笛倉333-1 0470-84-0248 製材業 志田光功 令和6年3月31日

ちばの木１１２号 平成30年4月1日 ㈲丸和木材 和田勇夫 266-0005 千葉市緑区誉田町2-29-75 043-291-2462 製材品販売・銘木新建材販売 和田勇夫 令和6年3月31日

ちばの木１１３号 平成30年4月1日 ㈲荒井稔昌商店 荒井昌克 289-3181 匝瑳市野手1677 0479-67-2120 木材販売業 荒井昌克 令和6年3月31日

ちばの木１１４号 平成30年4月1日 丸宇木材市売㈱大栄浜市場 小川悦宣 287-0204 成田市伊能567 0476-73-7611 木材市場業 小川悦宣 令和6年3月31日

ちばの木１１５号 平成30年4月1日 ㈱キーテック 中西宏一 292-0837 木更津市木材港15 0438-36-9311
合板及び

単板積層材の製造販売
古谷雄吾 令和6年3月31日

ちばの木１１６号 平成30年4月1日 山口木材工業㈱ 山口隆一郎 296-0233 鴨川市金束1637 04-7098-1121 木材の製材・販売 山口隆一郎 令和6年3月31日

ちばの木１１８号 平成30年4月1日 ㈲小川材木店 小川勇 289-1757 山武郡横芝光町遠山310 0479-82-3020
素材生産業・製材業

木材販売業
小川浩孝 令和6年3月31日

ちばの木１１９号 平成30年4月1日 ㈱芳太屋 越川八代枝 289-2147 匝瑳市飯倉1933-1 0479-73-1141 木材製品販売 越川八代枝 令和6年3月31日

ちばの木１２４号 平成31年4月1日 川上木材㈲ 川上太一郎 296-0001 鴨川市横渚528 04-7092-1151 木材・建材販売業 川上太一郎 令和7年3月31日

ちばの木１２５号 平成31年4月1日 ㈱真行寺建設 真行寺純一 289-1624 山武郡芝山町小池1336-1 0479-77-0003 製材業 真行寺純一 令和7年3月31日

ちばの木１２７号 平成31年4月1日 ㈲井内林業 井内和 299-3245 大網白里市池田128 0475-72-0316
素材生産・製材業
市場・木材販売業

井内和 令和7年3月31日

ちばの木１３０号 平成31年4月1日 尾出建設㈱ 尾出金蔵 284-0027 四街道市栗山946-8 043-422-2352
木材業・木材販売・建設業

・土木業
尾出金蔵 令和7年3月31日

ちばの木１３１号 平成31年4月1日 ㈱丸為伊藤為蔵商店 伊藤博幸 283-0005 東金市田間1413 0475-54-0647 製材品販売 伊藤博幸 令和7年3月31日

ちばの木１３２号 平成31年4月1日 秋山木材産業㈱ 秋山奈穂子 275-0001 習志野市東習志野6-16-31 047-476-5521 木材販売業 秋山奈穂子 令和7年3月31日

ちばの木１３３号 平成31年4月1日 ㈱ひらいプレカット部かずさ工場 夏井宏一郎 292-0501 君津市山滝野1148-14 0439-29-6372 建設業 古山三晃 令和7年3月31日

ちばの木１３４号 平成31年4月1日 ㈱千葉三協 山口安則 286-0821 成田市大室1061-1 0476-36-3188 製材品販売 山口安則 令和7年3月31日

ちばの木１３５号 平成31年4月1日 ㈲露崎木材 露崎良昭 299-0236 袖ケ浦市横田2191 0438-75-4551 木材販売業 露崎良昭 令和7年3月31日

ちばの木１３８号 平成31年4月1日 ㈱オシダリ 忍足正彦 294-0055 館山市那古689-1 0470-27-3331 製材業 忍足正彦 令和7年3月31日

ちばの木１４２号 平成31年4月1日 ㈱大西建材 大西哲也 263-0023 千葉市稲毛区緑町1-8-9 043-241-2331 小売業 大西哲也 令和7年3月31日

ちばの木１４３号 平成31年4月1日 大橋林材㈱ 大橋俊雄 298-0255 夷隅郡大多喜町黒原287 0470-84-0003 木材製材業 大橋俊雄 令和7年3月31日

ちばの木１４４号 平成31年4月1日 ㈱シー・エス・ランバー 中井千代助 283-0833 東金市滝沢字手城沢643-1 0475-55-9311 木材販売業（プレカット加工） 中井俊輔 令和7年3月31日



ちばの木１４５号 平成31年4月1日 ㈱ティ・エス・シー 和間真一 292-0838 木更津市潮浜2-6-4 0438-37-0206 素材生産業・木材販売業 和間真一 令和7年3月31日

ちばの木１４６号 令和5年4月1日 ㈱大三商行千葉支店 村杉孝一 283-0826 東金市丘山台3-3 0475-54-6622 プレカット加工・木材販売 安川光匡 令和8年3月31日

ちばの木１４７号 令和5年4月1日 ㈱佐川材木店 佐川修一 290-0034 市原市島野1617 0436-22-3151 木材販売業・製材業 佐川修一 令和8年3月31日

ちばの木１５０号 令和5年4月1日 山二林産株式会社 齊藤 　材 298-0206 夷隅郡大多喜町横山1355 0470-82-3651
プレカット加工・チップ製造

製材・製品販売
齊藤 　材 令和8年3月31日

ちばの木１５１号 令和5年4月1日 ㈲二羽林業 二羽謙次 299-2726 南房総市和田町小川433-1 0470-47-2542
素材生産業・製材業

木材販売業
二羽謙次 令和8年3月31日

ちばの木１５２号 令和5年4月1日 宮野製材所 宮野伸章 287-0227 成田市一坪田373-3 0476-73-4170 素材販売・製材・製材品販売 宮野伸章 令和8年3月31日

ちばの木１５３号 令和5年4月1日 丸二建設株式会社 佐久間正裕 292-0212 木更津市真理85 0438-53-2022 製材業・木材販売業 佐久間正裕 令和8年3月31日

ちばの木１５４号 令和5年4月1日 ㈲豊田 豊田文智 292-0004 木更津市久津間1521-3 0438-41-0734 木材販売業 豊田文智 令和8年3月31日

ちばの木１５６号 令和5年4月1日 銘木の大竹 大竹寛司 287-0222 成田市前林308 0476-73-2022 素材生産・製材・販売 大竹寛司 令和8年3月31日

ちばの木１５７号 令和5年4月1日 ㈱スガサワ 田中福治 289-2243 千葉県館山市広瀬1387-1 0470-22-9016 建築・木材販売 田中福治 令和8年3月31日

ちばの木１５８号 令和5年4月1日 正木建築 正木順一 298-0265 夷隅郡大多喜町小田代73-1 0470-85-0009 製材業・建設業 正木順一 令和8年3月31日

ちばの木１６３号 令和5年4月1日 以奈場木材㈱成田営業所 田中潤一 287-0225 成田市吉岡968 0476-73-3121 木材販売業 田中潤一 令和8年3月31日

ちばの木１６４号 令和5年4月1日 ㈱清川小見川工場 清川幹夫 289-0301 香取市一ノ分目708-1 0478-83-1118 プレカット加工 清川幹夫 令和8年3月31日

ちばの木１６５号 令和5年4月1日 ㈱ムラヤマ 村山和宏 285-0812 佐倉市六崎1050-1 043-484-2612 木材販売業 村山和宏 令和8年3月31日

ちばの木１７０号 平成30年4月1日 多田材木店 多田忠弘 289-0505 旭市萬歳363 0479-68-2919 木材販売業 多田忠弘 令和6年3月31日

ちばの木１７１号 平成30年4月1日 和泉木材㈱ 和泉厚美 270-0115 流山市江戸川台西2-167 04-7152-2131 木材販売業 和泉厚美 令和6年3月31日

ちばの木１７２号 平成30年4月1日 ㈱テクセル 山口紳一郎 299-0268 袖ケ浦市南袖45 0438-60-8418 木材加工業 久志田俊哉 令和6年3月31日

ちばの木１７３号 平成30年4月1日 ㈱金正 金杉理 284-0001 四街道市大日299-9 043-422-3038 木材販売業 金杉理 令和6年3月31日

ちばの木１７４号 平成30年4月1日 ㈱小守材木店 小守利幸 293-0036 富津市千種新田347-4 0439-65-0157 製材業・製材品販売 小守利幸 令和6年3月31日

ちばの木１７６号 平成30年4月1日 ㈱北総フォレスト 笠井宏悦 270-1616 印西市岩戸3298-1 0476-80-5211 素材生産業 笠井宏悦 令和6年3月31日

ちばの木１７９号 平成31年4月1日 石毛材木店 石毛保明 289-0422 香取市桐谷511 0478-78-3122 製材業・木材、銘木販売業 石毛保明 令和7年3月31日

ちばの木１８１号 平成31年4月1日 昭和木材㈱ 大森典代 292-0056 木更津市木更津2-11-15 0438-22-2111 木材販売業 大森典代 令和7年3月31日

ちばの木１８２号 平成31年4月1日 ㈲佐藤材木店 佐藤公一 289-0221 香取郡神崎町神崎本宿725 0478-72-3061 木材販売業 佐藤公一 令和7年3月31日

ちばの木１８４号 平成31年4月1日 ㈲土井材木店 土井秀敏 289-2241 香取郡多古町多古158-1 0479-76-3235 木材販売業 土井秀敏 令和7年3月31日

ちばの木１８５号 平成31年4月1日 （名）滝口製材所 滝口佳代 294-0037 館山市長須賀177 0470-22-1138 製材業・木材販売業 平野邦典 令和7年3月31日

ちばの木１８６号 平成31年4月1日
ハイビック㈱
東金インター木材市場

浅水憲一 283-0815 東金市大豆谷181 0475-50-6218 木材・プレカット・住設販売 浅水憲一 令和7年3月31日



ちばの木１８７号 平成31年4月1日 ㈱久留里製材所 都築広太郎 292-0421 君津市久留里市場425 0439-27-2471 木材販売業 都築広太郎 令和7年3月31日

ちばの木１８８号 平成31年4月1日 ㈱スズキ材木店 鈴木貴行 277-0931 柏市藤ヶ谷1482-2 04-7191-5780 木材販売業 鈴木貴行 令和7年3月31日

ちばの木１８９号 平成31年4月1日 伊藤尊木材 伊藤秀樹 289-1527 山武市松尾町大堤418-1 0479-86-4829 木材販売業 伊藤秀樹 令和7年3月31日

ちばの木１９５号 平成31年4月1日 山定材木店 加瀬経洋 289-2514 旭市椎名内2798 0479-62-2240 木材販売業 加瀬経洋 令和7年3月31日

ちばの木１９６号 平成31年4月1日 ㈲越川材木店 越川勇 289-2152 匝瑳市松山173 0479-73-1627 木材販売業 越川勇 令和7年3月31日

ちばの木２００号 平成31年4月1日 ナトゥアリーベ明石屋㈲ 坂井克行 299-1147 君津市人見1343-1 0439-87-1140 製材・木材販売業 坂井克行 令和7年3月31日

ちばの木２０１号 平成31年4月1日 辻岡木材㈲ 辻岡秀介 273-0853 船橋市金杉8-4-3 047-448-3504 木材販売業 辻岡秀介 令和7年3月31日

ちばの木２０２号 平成31年4月1日 嶋木材㈲ 嶋﨑満良 274-0056 船橋市神保町16-33 047-457-1557
製材品販売・銘木

特殊材販売・建材販売
嶋﨑満良 令和7年3月31日

ちばの木２０６号 平成31年4月1日 ㈲髙橋材木店 髙橋邦夫 262-0032 千葉市花見川区幕張町5-417-212 043-271-7503 木材販売業 髙橋邦夫 令和7年3月31日

ちばの木２０９号 平成31年4月1日 十川建設 十川喜代一 289-1223 山武市埴谷809 0475-89-0707 製材業 十川喜代一 令和7年3月31日

ちばの木２１０号 平成31年4月1日 ㈱コヤス 浅沼直人 264-0020 千葉市若葉区貝塚2-6-10 043-231-0806 木材販売業 浅沼直人 令和7年3月31日

ちばの木２１１号 平成31年4月1日 大胡木材㈲ 大胡弘 293-0021 富津市富津2037 0439-87-3049 木材販売業 大胡弘 令和7年3月31日

ちばの木２１５号 平成31年4月1日 ㈱ひらい君津サポートセンター 小野俊和 299-1174 君津市法木作1-1-45 0439-52-4625 木材販売業 小野俊和 令和7年3月31日

ちばの木２１６号 平成31年4月1日 ㈱ひらい姉崎特販課 鮎川幸司 299-0111 市原市姉崎736-1 0436-61-2355 木材販売業 鮎川幸司 令和7年3月31日

ちばの木２１７号 平成31年4月1日 大道建設㈱ 伊藤隆正 289-2132 匝瑳市高2779-1 0479-73-4681 木材販売業・製材業 伊藤隆正 令和7年3月31日

ちばの木２１８号 平成31年4月1日 島田木材㈲ 島田憲一 290-0265 市原市今富1264-4 0436-22-4588 木材販売業 島田憲一 令和7年3月31日

ちばの木２１９号 平成31年4月1日 ㈲オビヒロ 藤井充 273-0048 船橋市丸山4-47-1 047-438-6757 木材販売業 藤井充　 令和7年3月31日

ちばの木２２１号 平成31年4月1日 ㈲サンエス木材 矢部慎一 299-3251 大網白里市大網4765 0475-73-4500 木材販売業 矢部慎一 令和7年3月31日

ちばの木２２２号 平成31年4月1日 ㈲伊藤材木店 伊藤健一 288-0031 銚子市前宿町729 0479-22-2060 木材販売業 伊藤健一 令和7年3月31日

ちばの木２２３号 平成31年4月1日 こおり木材㈱ 郡翼 289-2501 旭市新町16 0479-63-5511 木材販売業 郡翼 令和7年3月31日

ちばの木２２８号 平成31年4月1日 ㈱梅原商店 梅原征人 289-2144 匝瑳市八日市場イ-296 0479-72-0010 木材販売業 梅原征人 令和7年3月31日

ちばの木２２９号 平成31年4月1日 ㈲鳥飼林産事業所 鳥飼繁史 292-1158 君津市鎌滝218 0439-37-2607 製材業・木材販売業 鳥飼繁史 令和7年3月31日

ちばの木２３１号 平成31年4月1日 浅間木材 茂木良一 299-1742 富津市豊岡1470 0439-68-1085 木材販売業 茂木良一 令和7年3月31日

ちばの木２３４号 平成31年4月1日 ㈲髙梨木材 髙梨悟 293-0013 富津市西川686-1 0439-87-0544 木材販売業 髙梨悟 令和7年3月31日

ちばの木２３９号 平成31年4月1日 ㈱ヒラオカ 平岡義敏 270-1137 我孫子市岡発戸690-1 04-7184-1551 木材販売業 平岡義敏 令和7年3月31日

ちばの木２４３号 平成31年4月1日 Ｇ－ｗｏｏｄ㈱ 内田友和 287-0042 香取市山之辺232-1 0478-79-0620 木材販売業 内田友和 令和7年3月31日



ちばの木２４７号 平成31年4月1日 加藤建設㈱ 加藤幸男 289-1205 山武市椎崎558-4 0475-88-0086 素材生産業・製材業 加藤幸男 令和7年3月31日

ちばの木２４９号 平成31年4月1日 ㈱木源木材 山本重明 289-0602 香取郡東庄町笹川ろ1159-1 0478-86-0010 木材販売業 山本重明 令和7年3月31日

ちばの木２５０号 平成31年4月1日 丸康木材㈲ 石井力弥 289-2714 旭市三川5300-3 0479-57-3411 木材販売業 石井力弥 令和7年3月31日

ちばの木２５２号 平成31年4月1日 ㈱材平商店 武多和博導 289-2706 旭市下永井673 0479-57-2756 製材・木材販売 武多和博導 令和7年3月31日

ちばの木２６０号 平成31年4月1日 ㈲松村材木店 松村清 273-0103 鎌ケ谷市丸山1-18-17 047-443-0904 木材販売業 松村清 令和7年3月31日

ちばの木２６３号 平成31年4月1日 ㈱田村 田村貴康 298-0123 いすみ市苅谷284 0470-86-2025 木材・製材・建設業 田村貴康 令和7年3月31日

ちばの木２６４号 平成31年4月1日 ㈲服部材木店 服部武 290-0005 市原市山木1147-8 0436-41-2422 木材販売業 服部武 令和7年3月31日

ちばの木２６５号 平成31年4月1日 丸中木材㈲ 中野光雄 270-1431 白井市根987-3 047-498-2900 木材販売業 中野光雄 令和7年3月31日

ちばの木２６６号 平成31年4月1日 ㈲竹八銘木店 伊藤壽彦 274-0063 船橋市習志野台8-16-18 047-466-5171 住宅資材販売 伊藤壽彦 令和7年3月31日

ちばの木２７１号 平成31年4月1日 ㈲松浦材木店 松浦常男 289-2505 旭市鎌数9420 0479-63-5521 木材販売業 松浦常男 令和7年3月31日

ちばの木２７４号 平成31年4月1日 ㈲東京丸文 大塚勝吾 279-0032 浦安市千鳥13-1 047-355-1201 木材販売業 大塚勝吾 令和7年3月31日

ちばの木２８１号 平成31年4月1日 ㈱大平商会 新林一臣 286-0223 富里市新中沢473 0476-93-6729 木材販売業 権谷裕司 令和7年3月31日

ちばの木２８３号 平成31年4月1日 野口材木店 野口和友 289-0617 香取郡東庄町羽計1689 0478-86-1492 素材生産業・木材販売業 野口和友 令和7年3月31日

ちばの木２８６号 平成31年4月1日 石橋材木店 石橋秀行 289-0314 香取市野田263 0478-83-1484 木材販売業 石橋秀行 令和7年3月31日

ちばの木２８７号 平成31年4月1日 ㈱島田材木店 島田隆 289-2613 旭市後草2024-1 0479-55-2828 木材販売業 島田隆 令和7年3月31日

ちばの木２８８号 平成31年4月1日 印東木材㈱ 飛田晃一 286-0133 成田市吉倉231 0476-22-0268 木材販売業 飛田晃一 令和7年3月31日

ちばの木２９０号 平成31年4月1日 村越材木店 村越孝一 270-1151 我孫子市本町3-9-15 04-7182-1241 木材販売業 村越孝一 令和7年3月31日

ちばの木２９１号 平成31年4月1日 三橋製材所 三橋洸 286-0202 富里市日吉倉403 0476-93-3353 素材生産業・製材業 三橋真一 令和7年3月31日

ちばの木２９２号 平成31年4月1日 ㈱椎名木材 椎名晃裕 283-0001 東金市家之子486-1 0475-54-2037 製材・木材販売 椎名晃裕 令和7年3月31日

ちばの木２９３号 令和5年4月1日 ㈱グリーンアース 石井雅士 272-0837 市川市堀之内3-21-1 047-318-5200 素材生産業 芳賀　忍 令和8年3月31日

ちばの木３０１号 平成30年4月1日 佐藤木材㈱ 佐藤健治 299-5213 勝浦市芳賀254 0470-77-0522 製材業 佐藤健治 令和6年3月31日

ちばの木３０２号 平成30年4月1日 ㈲中村材木店 中村貞夫 298-0265 夷隅郡大多喜町小田代384 0470-85-0821 木材製材・販売・プレカット加工 胡桃澤慎哉 令和6年3月31日

ちばの木３０４号 平成30年4月1日 カドクラ林産 門倉安治 290-0164 市原市奈良442-2 0436-52-0168
林業・素材生産業

素材販売業
門倉安治 令和6年3月31日

ちばの木３０５号 平成30年4月1日 ㈱山商 平野照夫 298-0024 いすみ市長志1989-14 0470-66-0875 林業 平野照夫 令和6年3月31日

ちばの木３０６号 平成31年4月1日 ㈱テンサン 岡田尚樹 289-1107 八街市八街は49-9 043-443-9581
木材及び木製品の輸出入

仕入販売・プレカット加工
山本哲也
佐藤浩二

令和7年3月31日

ちばの木３０８号 平成31年4月1日 高橋木材㈱ 髙橋正巳 284-0032 四街道市吉岡496 043-432-1576 木材販売業 髙橋正巳 令和7年3月31日



ちばの木３１０号 令和5年4月1日 ウッドリサイクル（協） 石渡敏雄 283-0823 東金市山田800 0475-53-4055 木材販売 松﨑　優 令和8年3月31日

ちばの木３１１号 令和5年4月1日 ㈱三ツワ美浜工場 中原庸三 411-0943 千葉市美浜区新港227-1 043-307-5567 木造住宅用資材製造販売業 松本亙 令和8年3月31日

ちばの木３１３号 令和5年4月1日 ㈱エス・ランバー 島田憲治 299-0111 市原市姉崎1654-1 0436-37-6975 木材販売業 島田憲治 令和8年3月31日

ちばの木３１４号 令和5年4月1日 ㈱石川商会住宅機材 小関秀央 289-2504 旭市二の1710 0479-62-1341 木材販売業 柴　雄己彦 令和8年3月31日

ちばの木３１５号 平成30年4月2日 越井木材工業㈱ＳＤ部 東京出張所 古市圭太 272-0133 市川市行徳駅前1-27-17 047-395-6321 木材販売業 古市圭太 令和6年3月31日

ちばの木３１６号 平成30年4月3日 ㈱山武産業 白江英明 289-1211 山武市大木45-4 0475-80-6611 素材生産（買取）・販売 白江英明 令和6年3月31日

ちばの木３１７号 平成30年4月3日 ＮＰＯ法人元気森守隊 上田和志 289-1211 山武市大木45-4 0475-80-6628
素材生産（買取）

素材販売業
森田薫之 令和6年3月31日

ちばの木３１９号 平成30年6月12日
㈱シー・エス・マテリアル
（㈱シー・エス・ランバー）

長谷部修 283-0804 東金市油井1091-1 0475-50-1260 製材業 嘉瀬健二 令和6年3月31日

ちばの木３２０号 令和5年4月1日 ㈲小高材木店 小高康平 289-1115 八街市八街ほ1039-3 043-443-3164
素材生産業・製材業

木材販売業
小高康平 令和8年3月31日

ちばの木３２１号 令和5年4月1日 大谷建設工業㈱ 鈴木　孝 289-1732 山武郡横芝光町横芝995-111 0479-80-1377 土木工事業・建築工事業 鈴木　孝 令和8年3月31日

ちばの木３２２号 令和5年4月1日 ㈱キーテック山梨工場 中西宏一 409-2522 山梨県南巨摩郡身延町下山11371 0556-64-8223 合板の製造販売 栗原和久 令和8年3月31日

ちばの木３２３号 令和5年4月1日 ㈱もくもくサンワ 井関　寛 279-0032 浦安市千鳥13 047-355-2111 木材販売業 井関寛 令和8年3月31日

ちばの木３２４号 令和5年4月1日 ㈲北稜建設 曽我井祐明 292-0204 木更津市茅野858-1 0438-42-1618
製材業・プレカット加工

チップ生産・バイオマス生産
曽我井祐明 令和8年3月31日

ちばの木３２５号 令和5年4月1日 ㈱千葉地曳 中山雅照 289-1113 八街市八街へ214-9 043-440-1411 木材・住宅資材販売 中山雅照 令和8年3月31日

ちばの木３２６号 令和5年4月1日 （協）いわき材加工センター 鈴木裕一 979-0141 福島県いわき市勿来町窪田道作33 0246-65-0088 木材加工業 荒川仁弥 令和8年3月31日

ちばの木３２７号 令和5年4月1日 （一社）千葉県木材振興協会 田渕和正 283-0823 東金市山田８００ 0475-53-2611 木材・住宅資材等販売 武井良彦 令和8年3月31日

ちばの木３２８号 令和5年4月1日 千葉県農林総合研究センター 堀越　明 289-1223 山武市埴谷1887-1 森林研究所 0475-88-0505 官公庁（研究機関） 高木純一 令和8年3月31日

ちばの木３３０号 令和3年4月1日 丸宇住宅資材㈱ 木曽川靖一 261-0002 千葉市美浜区新港88 043-301-8101 木材販売業 阿部健 令和6年3月31日

ちばの木３３１号 令和3年4月16日 ㈱山二建具 二村敦彦 270-2224 松戸市大橋160-4 047-391-6111 製材業・木材販売業 二村和弘 令和6年3月31日

ちばの木３３２号 令和3年5月7日 二宮木材㈱ 二ノ宮次郎 329-2746 栃木県那須塩原市四区町741-5 028-736-0056 製材業 二ノ宮泰爾 令和6年3月31日

ちばの木３３３号 令和3年6月1日 天龍木材㈱ 溝口正行 438-0207 静岡県磐田市宮本350 0538-66-1988 木材卸売業・内装建材製造業 田村敦 令和6年3月31日

ちばの木３３４号 令和3年6月15日 ㈱エールテック 佐藤克憲 289-1143 八街市八街い183-10 043-441-0825 製材品販売 佐藤克憲 令和6年3月31日

ちばの木３３５号 令和3年11月18日 丸新木材 篠塚將範 287-0014 香取市多田432 0478-57-0169 製材業・加工業 篠塚將範 令和6年3月31日

ちばの木３３６号 令和3年11月10日 ㈱丸公 長谷川大樹 324-0211 栃木県大田原市須賀川937 0287-58-0505 木材加工業 長谷川大樹 令和6年3月31日

ちばの木３３７号 令和3年12月23日 ㈲山健材木店 幕内誠 270-1138 我孫子市下ヶ戸439 04-7182-5600 木材販売業 幕内誠 令和6年3月31日

ちばの木３３８号 令和4年4月1日 ㈱佐川林業 佐川吉一 963-8304 福島県石川郡古殿町松川字八ヶ久保北向1 0247-53-3485 丸棒加工 佐川吉一 令和7年3月31日



ちばの木３３９号 令和4年5月14日 レジリエンス・ジャパン㈱ 金子　博 287-0015 香取市吉原417-1 0478-57-0169 製材・製材品・特殊材販売 丸山貴弘 令和7年3月31日

ちばの木３４０号 令和4年8月30日 小松崎材木店 小松崎 市 285-0078 佐倉市坂戸1477佐倉支店 090-3218-5012 製材業・製材販売業 令和7年3月31日

ちばの木３４１号 令和4年10月4日 ㈱野上製材所 野上通宏 319-3111 茨城県常陸大宮市山方1315 0295-57-2600 製材業 野上通宏 令和7年3月31日

ちばの木３４２号 令和5年1月4日 木材産業樹工㈱ 谷田部昇一 287-0033 香取市牧野2142-2 0478-79-8055
素材生産、素材販売、製材、　　製材

品販売
谷田部昇一 令和7年3月31日


