
 № 事業体名 役職名 代表者 郵便番号 住            所

1 玉名森林組合 代表理事組合長 西島　文郎  861-0906 玉名郡和水町西吉地2746-2

2 鹿本森林組合 代表理事組合長 平井　光臣  861-0554 山鹿市城3599

3 菊池森林組合 代表理事組合長 前川　收  869-1206 菊池市旭志伊坂524-1

4 木場木材工業(株） 代表取締役 木場 充浩  861-0301 山鹿市鹿本町庄字塚原1691-2

5 菊池林業(有) 代表取締役 佐藤 眞佐雄  861-1331 菊池市隈府1341

6 (有)永田製材所 代表取締役 永田 伸一  865-0013 玉名市下723

7 (有)秋吉林業 代表取締役 秋吉 郁夫  861-1672 菊池市龍門2337

8 ㈱魚住林業 代表取締役 魚住 直嗣 861-1682 菊池市重味3659-10

9 (有)水上林業 代表取締役 水上 博司 869-1201 菊池市旭志弁利2042-2

10 ㈱大津技研 代表取締役 木村 哲也 869-1219 菊池郡大津町大林1447番地1

11 ㈱カジワラ 代表取締役 梶原 健次郎 861-1324 菊池市野間口545-1

12 ㈱農林環境 代表取締役 北村　浩 861-2101 熊本市東区桜木2丁目17-22

13 梅本林業 代表 梅本　奈麻美 862-0948 熊本市中央区国府本町12-36

14 ㈱森営社 代表取締役 北里　光伸 861-8043 熊本市東区戸島西6-2-39

15 はなぶさ特殊伐採 代表 池田　太一 861-0913 玉名郡和水町板楠844-1

16 阿蘇森林組合 代表理事組合長 阿南　忠治  869-2224 阿蘇市蔵原885-1

17 小国町森林組合 代表理事組合長 時松　昭弘 869-2501 阿蘇郡小国町宮原1802-1

18 (株)豊誠産業 代表取締役 奈須 嘉志呂  869-2307 阿蘇市小里137-17

19 岩村創山(株) 代表取締役 岩村 雄太 869-2234 阿蘇市車帰299

20 (株)イワシタ林業 代表取締役 長岡　桂太 869-2806 阿蘇市波野大字波野4194-8

21 九州ﾈｯﾄﾜｰｸ林業(株) 代表取締役 田中　政次 869-2304 阿蘇市西湯浦825

22 (株)林農 代表取締役 重松　利照 869-2301 阿蘇市内牧528番地12

23 (有)岩建 代表取締役 岩下　雄大 869-2612 阿蘇市一の宮町宮地4878-5

24 虎屋林業 代表 菅　晃生 869-2806 阿蘇市一の宮町坂梨859

25 (同）産山守り人 代表社員 大谷　真洋 869-2703 阿蘇郡産山村大字山鹿996番地牧野団地101

26 緑川森林組合 代表理事組合長 外本 英治  861-3512 上益城郡山都町下馬尾315

27 (株)浦野林業 代表取締役 浦野 優光  869-3472 宇城市不知火町松合2767-14

28 (有)中村林業 代表取締役 中村　聖  861-3546 上益城郡山都町南田219

29 矢部愛林(有) 代表取締役 西山 浩次  861-3546 上益城郡山都町南田316-1

30 ㈱新野産業 代表取締役 新野 国徳 861-3901 上益城郡山都町馬見原420-5

31 宇城中村林業 代表 中村　義章 869-0522 宇城市松橋町内田433-4

32 安永興業(有) 代表取締役 安永　誠仁郎 861-3913 上益城郡山都町今496番地1

33 井上林業 代表 井上　敏 861-3903 上益城郡山都町柳井原947

34 奥村林業 代表 奥村　上也 861-3906 上益城郡山都町神ﾉ前539

35 大窪産業(有) 代表取締役 大窪　将人 861-3502 上益城郡山都町御所1431-1

36 山都興産 代表 甲斐　弘子 861-3911 上益城郡山都町菅尾1035

37 國武林業 代表 國武　智仁 861-3321 上益城郡御船町大字七滝4872番地

38 八代森林組合 代表理事組合長 西坂 栄樹 869-4403 八代市泉町下岳101番地

39 (株)南栄 代表取締役 島田　泰宏  866-0896 八代市日置町677-1

40 (有)岩本木材 代表取締役 岩本  きよみ  869-4401 八代市泉町柿迫字岩奥8194

41 (株)岩崎林業 代表取締役 岩崎 義隆  869-4512 八代市泉町樅木96

42 ㈱八代松本林業 代表取締役 松本　徹 869-4512 八代市泉町樅木147

43 杉本林業 代表 杉本 賢一 869-4515 八代市泉町仁田尾104

44 八代林業技術(有) 代表取締役 高山　裕二 866-0083 八代市植柳下町2777-1

45 白石林業(株) 代表 白石 安記 869－4401 八代市泉町柿迫8190

46 (有)岩崎農林 代表取締役 岩崎 俊信 869－4213 八代市鏡町有佐1262

47 亀田産業(有） 代表取締役 山口　道明 869-6104 八代市坂本町鮎帰ほ1512

48 桧丸㈱ 代表取締役 志水　正文 869-4702 八代市千丁町吉王丸1127-1

49 水俣芦北森林組合 代表理事組合長 桑畑　達美  867-0001 水俣市小津奈木473-1

50 (有)平栄林業 代表取締役 釜　豊一  869-5461 葦北郡芦北町大字芦北2796番地7

51 (有)ヤマショウ 代表取締役 堀田　将豊 869-5602 葦北郡津奈木町津奈木大字千代675番地4

52 (有)大川林業 代表取締役 大川　信也 867-0068 水俣市浜松町5-61-5

53 (同)Ｗｏｏｄ Ｏｎｅ 代表社員 坂本　剛 867-0002 水俣市初野250-1

54 (同)柏木農林 代表社員 柏木　光裕 867-0025 水俣市湯出1885

55 くま中央森林組合 代表理事組合長 宮原　俊彦  868-0044 人吉市東間下町3333-1

56 多良木町森林組合 代表理事組合長 味岡 和國  868-0501 球磨郡多良木町多良木837-4

57 上球磨森林組合 代表理事組合長 的場 邦弘  868-0701 球磨郡水上村岩野160

58 相良村森林組合 代表理事組合長 堀川 泰注  868-0101 球磨郡相良村四浦東2081-1

59 五木村森林組合 代表理事組合長 平野　安美  868-0201 球磨郡五木村甲2672-33

60 球磨村森林組合 代表理事組合長 大岩 精一  869-6204 球磨郡球磨村神瀬甲1130

61 (有)足達林業 代表取締役 足達 勝徳  868-0062 人吉市古仏頂町710

62 (株)泉林業 代表取締役 松江　厚  868-0086 人吉市下原田町字荒毛1253

63 (有)上村林業 代表取締役 上村 峰生  868-0062 人吉市古仏頂町656-1

64 (有)永山林業 代表取締役 永山 芳宏  868-0073 人吉市上永野町2949

65 (有)藤木産業 代表取締役 藤木 達也  868-0061 人吉市蓑野町101

66 松本産業(株) 代表取締役 松本 道隆  868-0071 人吉市西間上町2495

67 (有)鳴松林業 代表取締役 鳴松 誠治  868-0613 球磨郡湯前町1995

68 九州横井林業(株) 代表取締役 那須 主隆 868-0623 球磨郡湯前町2305-6

69 (有)球磨松本林業 代表取締役 松本 真治 868-0408 球磨郡あさぎり町免田東1044

70 (資)又江原林業 代表社員 又江原　進 868-0501 球磨郡多良木町多良木361-3

71 (有)永森 取締役 尾方 重繼 868-0201 球磨郡五木村甲7282

72 清水産業㈱ 九州事業所 所長 川辺 福冨 868-0501 球磨郡多良木町多良木8772-32

73 親林業 代表 日當 親信 869-6204 球磨郡球磨村神瀬丙882

74 (株)才津木材 代表取締役 才津 清一 868-0502 球磨郡多良木町黒肥地2485-2

75 (有)下薗林業 代表取締役 下薗 順治 868-0701 球磨郡水上村岩野2576-6

76 (有)五木林業 代表取締役 山下 龍子 868-0201 球磨郡五木村甲7264

77 園田農林(株) 代表取締役 園田　久 868-0202 球磨郡五木村乙442番地31

78 (株)尾鷹林業 取締役社長 野村　友彦 868-0422 球磨郡あさぎり町上北277-15

79 協栄木材㈱球磨出張所 所長 田中　浩二 868-0600 球磨郡湯前町1578-3

80 ㈱小川林産 代表取締役 小川　慶真 868-0703 球磨郡水上村湯山222-1

81 協進林産 代表 岡本　英周 868-0201 球磨郡五木村甲3374-23

82 田中林業 合同会社 代表社員 田中　健二 868-0078 人吉市鹿目町2802

83 ㈱有義林業 代表取締役 森山　力男 868-0600 球磨郡湯前町797-7

84 コムラ苗樹㈱ 代表取締役 小村　哲典 868-0095 球磨郡相良村柳瀬96-2

85 (株)山桜 代表取締役 坂本　孝雄 868-0600 球磨郡湯前町2483-1

86 天草地域森林組合 代表理事組合長 池田 和貴  863-0044 天草市楠浦町9946-1

天草流域 87 (一社)未来創造あまくさ 代表理事 山辺　誠 861-6104 上天草市松島町内野河内289番地の1
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熊本県認定事業体一覧（流域別）
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