
ノースジャパン素材流通協同組合　認定事業者一覧 （認定有効期限：2021年9月30日）

素流協-001 荒川商事有限会社 代表取締役　荒川 吉代 岩手県二戸市堀野字大川原毛91-2 2018/10/1 荒川 考旦

素流協-002 有限会社泉林業 代表取締役　泉 悦男 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷54 2018/10/1 泉 悦男

素流協-004 岩手県国有林材生産協同組合連合会 会長　伊藤 金人 岩手県盛岡市菜園1丁目3-6　農林会館 2018/10/1 茅森 貴三男

素流協-005 岩手県森林整備協同組合 代表理事　千葉 康生 岩手県盛岡市大沢川原2丁目5-38 2018/10/1 我妻 修

素流協-006 有限会社岩手木材運送 代表取締役　苅宿 松男 岩手県岩手郡岩手町大字五日市12-58-14 2018/10/1 苅宿 誠人

素流協-007 株式会社小笠原林業 代表取締役　小笠原 重男 岩手県八幡平市叺田144-3 2018/10/1 小笠原 藤夫

素流協-008 小野寺木材株式会社 代表取締役　小野寺 繭子 岩手県盛岡市下ノ橋町4-8 2018/10/1 小野寺 繭子

素流協-009 株式会社鹿児島屋 代表取締役　及川 喜久平 岩手県大船渡市三陸町越喜来字甫嶺119番地1 2018/10/1 及川 壮士

素流協-010 小岩井農牧株式会社 代表取締役　熊澤 道彦 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1　山林部 2018/10/1 吉田 弘行

素流協-011 株式会社昭林 代表取締役　小林 拓夫 岩手県盛岡市南大通2丁目10-28　マンション多賀1階 2018/10/1 工藤 浩吉

素流協-012 有限会社白椛林業 代表取締役　白椛 誠一 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内19-143-2 2018/10/1 白椛 誠一

素流協-013 有限会社佐々木農林 代表取締役　佐々木 元 岩手県上閉伊郡大槌町桜木町1-8 2018/10/1 佐々木 元

素流協-014 株式会社佐藤木材 代表取締役　佐藤 教幸 岩手県奥州市衣川区池田2 2018/10/1 佐藤 一人

素流協-015 有限会社杉本造林 代表取締役　関 忠夫 岩手県八幡平市兄川170-3 2018/10/1 佐藤 秀子

素流協-016 住田素材生産業協同組合 代表理事　橋本 富雄 岩手県気仙郡住田町世田米字田谷54 2018/10/1 大村 孝子

素流協-018 トーア木材株式会社 代表取締役　田鎖 昇 岩手県下閉伊郡岩泉町浅内字川崎9-1 2018/10/1 田鎖 昇

素流協-020 明和フォレステック有限会社 代表取締役　安倍 和明 岩手県奥州市胆沢区若柳字箸塚34 2018/10/1 安倍 悠記

素流協-021 有限会社谷地林業 代表取締役社長　谷地 譲 岩手県久慈市山形町荷軽部3-18 2018/10/1 谷地 譲

素流協-022 有限会社山一木材 代表取締役　山田 一宝 岩手県一関市萩荘字西田165-1 2018/10/1 菊池 勧

素流協-023 横澤林業株式会社 代表取締役　横澤 孝一 岩手県岩手郡岩手町大字五日市9-46-5 2018/10/1 横澤 孝志

素流協-024 株式会社吉本　岩泉事業所 取締役所長　由井 正宏 岩手県下閉伊郡岩泉町浅内字松野45-12 2018/10/1 由井 正宏

素流協-026 高橋木材 代表　高橋 清志 岩手県花巻市大迫町大迫4-75 2018/10/1 高橋 清志

素流協-028 佐藤 熊雄 岩手県盛岡市玉山区渋民字泉田196 2018/10/1 佐藤 熊雄

素流協-029 有限会社藤倉木材 代表取締役　藤倉 百松 岩手県滝沢市鵜飼滝向6-1 2018/10/1 藤倉 百松

素流協-030 松村林業 代表　松村 優 岩手県滝沢市砂込61-2 2018/10/1 松村 優

素流協-031 有限会社松田林業 代表取締役　松田 成輝 岩手県気仙郡住田町世田米字日向8-3 2018/10/1 松田 格

素流協-034 有限会社津田商店 代表取締役　津田 庄喜 岩手県奥州市江刺区八日町2丁目3-9 2018/10/1 津田 庄喜

素流協-035 有限会社江刺屋林業 取締役社長　菊池 清春 岩手県気仙郡住田町世田米字赤畑4-4 2018/10/1 菊池 清春

素流協-036 橋本林業 代表　橋本 富雄 岩手県気仙郡住田町世田米字本町14-2 2018/10/1 橋本 祐一

素流協-037 有限会社佐藤木材 代表取締役　佐藤 太一 岩手県気仙郡住田町世田米字日向2-15 2018/10/1 佐藤 元幸

素流協-038 平山林業 代表　平山 俊一 岩手県大船渡市猪川町字轆轤石92-18 2018/10/1 平山 俊一

素流協-041 有限会社三栄興業 代表取締役　松田 光治 岩手県遠野市附馬牛町安居台1-6-1 2018/10/1 松田 光治

素流協-043 丸巳林産株式会社 代表取締役　伊藤 賢二 岩手県北上市大通り2丁目6-34 2018/10/1 伊藤 賢二

素流協-045 株式会社浅倉農林 代表取締役　浅倉 幸雄 岩手県奥州市江刺区米里字中沢12番地 2018/10/1 浅倉 達

素流協-046 山中林業 代表　山中 義一 岩手県岩手郡岩手町大字川口第42地割51番地 2018/10/1 山中 義一

素流協-048 中村林業 代表　中村 裕 岩手県下閉伊郡普代村第8地割字太田名部104番地26 2018/10/1 中村 拓宙

素流協-050 株式会社イワリン 代表取締役社長　下山 裕司 岩手県盛岡市菜園1丁目3-6　農林会館 2018/10/1 永島 良治
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素流協-051 杉澤　幸四郎 　 岩手県盛岡市玉山区芋田字芋田52-1 2018/10/1 杉澤 幸四郎

素流協-053 株式会社佐藤林産 代表取締役　佐藤 裕一 岩手県大船渡市日頃市町字上坂本沢甲子1-50 2018/10/1 佐藤 裕一

素流協-056 仲山林業株式会社 代表取締役　小松 正男 岩手県遠野市小友町46-35 2018/10/1 菊池 盛五

素流協-057 中村運送有限会社 代表取締役社長　中村 武 岩手県下閉伊郡岩泉町門字下見内川32-1 2018/10/1 中村 武

素流協-059 東林業 代表　東 忠男 岩手県九戸郡洋野町種市72-56 2018/10/1 東 兄貴

素流協-060 小田島林業 代表　小田島 達夫 岩手県和賀郡西和賀町白木野67-303 2018/10/1 小田島 達夫

素流協-063 株式会社佐藤木材 代表取締役　佐藤 勝昭 岩手県花巻市大迫町亀ヶ森23-41-1 2018/10/1 佐藤 陽子

素流協-064 株式会社伊藤木材 代表取締役社長　伊藤 勇美 岩手県一関市藤沢町黄海字大橋382 2018/10/1 伊藤 昭弘

素流協-066 中村木材工業 代表　中村 錦也 岩手県大船渡市大船渡町字猪頭58-6 2018/10/5 中村 満

素流協-068 金野木材 代表　金野 克義 岩手県大船渡市立根町字田ノ上55-2 2018/10/1 金野 克義

素流協-069 株式会社ふるさと木材 代表取締役　畠山 辰也 岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪205-8 2018/10/1 畠山 奈奈子

素流協-070 二戸林業株式会社 代表取締役　田頭 政志 岩手県二戸郡一戸町一戸字樋ノ口97-1 2018/10/1 田頭 政志

素流協-071 株式会社小野寺林業 代表取締役　小野寺 徳治 岩手県一関市藤沢町黄海字山谷62 2018/10/1 小野寺 徳治

素流協-073 興和林業株式会社 代表取締役　北岡 幸一 岩手県一関市厳美町字外谷地143番地52 2018/10/1 松田 光春

素流協-074 上山林業有限会社 代表取締役　伏春 弘行 岩手県久慈市山形町川井第16地割24番地3 2018/10/1 伏春 弘行

素流協-076 佐々木林業 代表　佐々木 嘉太郎 岩手県気仙郡住田町世田米字本町15-2 2018/10/1 紺野 文男

素流協-077 佐々木林業土木 代表　佐々木 一夫 岩手県遠野市附馬牛町東禅寺1-8-1 2018/10/1 佐々木 一夫

素流協-078 有限会社関善林業 取締役　関 夏未 岩手県八幡平市作平109番地1 2018/10/1 阿部 美津子

素流協-080 奥林業 代表　奥 純一 岩手県二戸市足沢字上野26 2018/10/1 奥 純一

素流協-081 有限会社大畑林業 代表取締役　大畑 政光 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内1-20-4 2018/10/1 大畑 政光

素流協-082 有限会社高喜木材 代表取締役　高橋 司 岩手県花巻市大迫町大迫第14地割4番地 2018/10/1 高橋 司

素流協-083 株式会社米内造園 代表取締役　米内 吉榮 岩手県久慈市大川目町12-65-1 2018/10/1 澤里 友明

素流協-084 株式会社泉山林業 代表取締役　泉山 正人 岩手県八幡平市長者前58番地 2018/10/1 泉山 匡恵

素流協-085 三浦林業 代表　三浦 浩 岩手県八幡平市雀長根1 2018/10/1 三浦 浩

素流協-086 柳本 一男 　 岩手県花巻市石鳥谷町好地9-102-3 2018/10/1 柳本 一男

素流協-087 袖林 義雄 　 岩手県岩手郡雫石町西根大宮155-1 2018/10/1 袖林 義雄

素流協-088 丸鴬木材株式会社 代表取締役　熊谷 鉄也 岩手県一関市字機織山161-1 2018/10/1 熊谷 鉄也

素流協-089 佐藤建設株式会社 代表取締役　佐藤 治 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268-1 2018/10/1 工藤 士文

素流協-090 小野寺 隆治 　 岩手県九戸郡軽米町大字晴山7-88-1 2018/10/1 小野寺 正子

素流協-091 株式会社西南育林 代表取締役　高橋 務 岩手県花巻市横志田6-216 2018/10/1 高橋 清光

素流協-092 佐藤 勇一 　 岩手県盛岡市神子田町1-41 2018/10/1 佐藤 勇一

素流協-093 株式会社古里木材物流 代表取締役　畠山 正 岩手県盛岡市東見前6地割37-1 2018/10/1 畠山 正

素流協-096 西間林業 代表　西間 薫 岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字上大板屋国有林28林班内 2018/10/1 西間 薫

素流協-097 有限会社川又林業 代表取締役　川又 正人 岩手県盛岡市東中野字五輪7番1号 2018/10/1 川又 正人

素流協-099 遠藤林業株式会社 岩手工場 代表取締役　遠藤 秀策 岩手県八幡平市谷地田25-1 2018/10/1 遠藤 秀策

素流協-100 佐藤興業 代表　佐藤 博美 岩手県岩手郡岩手町江刈内17-9-4 2018/10/1 佐藤 博美

素流協-101 吉田林業 代表　吉田 仁 岩手県大船渡市三陸町綾里字岩崎80-1 2018/10/1 吉田 仁
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素流協-102 有限会社クレイワーク 代表取締役　斎藤 一夫 岩手県八幡平市山口47番地2 2018/10/1 斎藤 一夫

素流協-104 さとりん 代表　佐藤 博樹 岩手県岩手郡岩手町大字江刈内7-7-8 2018/10/1 佐藤 博樹

素流協-105 佐藤　実 岩手県大船渡市三陸町越喜来小出59-165 2018/10/1 佐藤 実

素流協-106 林業　白濱 代表　白濱 秀基 岩手県釜石市唐丹町片岸126 2018/10/1 白濱 秀基

素流協-107 有限会社高峰重機 代表取締役　高峯 正登 岩手県二戸市浄法寺町安戸103-4 2018/10/1 高峯 正美

素流協-108 株式会社山下組 代表取締役社長　菅原 陽一 岩手県花巻市上根子字石川原78-1 2018/10/1 鎌田 和明

素流協-109 前田商会 代表　前田 茂 岩手県大船渡市三陸町越喜来字前田40-7 2018/10/1 前田 司

素流協-110 株式会社畠山林業 代表取締役　畠山 康男 岩手県陸前高田市横田町字狩集69番地 2018/10/1 畠山 晃男

素流協-112 スズシン物流システム株式会社 代表取締役　鈴木 司 岩手県奥州市水沢区真城字迎畑90番地2 2018/10/1 伊藤 和彦

素流協-113 株式会社大川運送 代表取締役　佐々木 豊秀 岩手県下閉伊郡岩泉町大川字石立98-4 2018/10/1 佐々木 豊秀

素流協-114 株式会社広岡組 代表取締役　星 壽二 岩手県奥州市胆沢区南都田字下広岡323番1 2018/10/1 村上 克之

素流協-115 高政工業株式会社 代表取締役　髙橋 英博 岩手県北上市藤沢2地割88 2018/10/1 熊谷 英佑

素流協-116 菅原木材 代表　菅原 達雄 岩手県一関市室根町折壁字上前木108-2 2018/10/1 菅原 達雄

素流協-118 株式会社フォレスト創森 代表取締役　菊池 宗徳 岩手県北上市二子町下岡島86-1 2018/10/1 菊池 宗徳

素流協-124 有限会社箱石商店 取締役　箱石 正弘 岩手県宮古市長沢第12地割38-8 2018/10/1 箱石 正彦

素流協-127 Ｋ・Ｓテック株式会社 代表取締役　菅野 富雄 岩手県北上市二子町築舘14-14 2018/10/1 千葉 晋

素流協-205 青森県国有林材生産協同組合 理事長　坪 晃 青森県青森市大字平新田字森越12-28　5階 2018/10/1 小田桐 久一郎

素流協-206 株式会社高橋林業 代表取締役　高橋 政吉 青森県八戸市南郷区大字市野沢字三合山41-43 2018/10/1 高橋 広志

素流協-211 太田林業有限会社 代表取締役　太田 敏男 青森県三戸郡五戸町大字扇田字西ノ沢25 2018/10/1 太田 敏男

素流協-212 丸富運輸有限会社 代表取締役　遠澤 卓輝 青森県三戸郡三戸町大字斗内字上川原43-3 2018/10/1 遠澤 卓輝

素流協-214 兵庫木材 代表　兵庫 隆介 青森県黒石市弥生町45 2018/10/12 比内 清孝

素流協-223 角岸 啓司 　 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ヶ沢尻52 2018/10/1 角岸 啓司

素流協-225 遠澤 郁 　 青森県三戸郡田子町大字田子字清水頭19-12 2018/10/1 遠澤 郁

素流協-235 株式会社タカモク運送 代表取締役　高渕 廣政 青森県十和田市大字法量字渕瀬115-14 2018/10/1 高渕 徹

素流協-237 有限会社オーエ商事 代表取締役　大江 久雄 青森県八戸市大字沢里字藤子10-18 2018/10/1 大江 昭吾

素流協-402 有限会社白鳥運送 代表取締役　白鳥 晶幸 宮城県栗原市花山字草木沢中田11-1 2018/10/1 白鳥 公

素流協-404 有限会社早稲谷　菅原苗木店 代表取締役　菅原 昌樹 宮城県気仙沼市早稲谷103 2018/10/1 菅原 昌樹

素流協-501 株式会社八幡平貨物 代表取締役　齊藤 正敏 秋田県鹿角市八幡平字谷内下平116-12 2018/10/1 齊藤 渉

素流協-604 有限会社庄司林業 代表取締役　庄司 樹 山形県西村山郡大江町大字沢口842-12 2018/10/12 庄司 樹

素流協-1001 株式会社一戸森林資源 代表取締役　小林 直人 岩手県二戸郡一戸町岩舘字田中65番地1 2018/10/1 清水 紀生

素流協-1003 株式会社リンデンバウム遠野 代表取締役社長　立花 功 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-11 2018/10/1 西田 亀一

素流協-1005 花巻バイオチップ株式会社 代表取締役社長　森井 敏夫 岩手県花巻市二枚橋5丁目6番3号 2018/10/1 堀米 睦徳

素流協-1201 有限会社十和田協栄林業 代表取締役　　野月 一春 青森県十和田市大字沢田字蒼前平64 2018/10/1 野月 一春

素流協-1202 久野林業 代表　久野 政吏 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢98-2 2018/10/1 久野 政吏

素流協-1203 有限会社赤川林業土木 代表取締役　　赤川 正廣 青森県上北郡野辺地町タラノ木11-4 2018/10/1 赤川 正廣

素流協-1204 有限会社永井林業 代表取締役　　永井 静夫 青森県青森市大字大別内字西田113 2018/10/1 小笠原 勝雄

素流協-1205 有限会社エスエスカンパニー 代表取締役　　蛯名 進一 青森県三戸郡階上町大字角柄折字新沼館4-8 2018/10/1 蛯名 進一
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