乾燥秋田スギ認証製品生産工場一覧
＜H31.4.1現在＞
No.

工場名

郵便番号

所在地

電話番号

出荷可能区分

１ (株)沓澤製材所

017-0012 大館市釈迦内字街道上154

0186-48-3141

１～３

２ 大館北秋田森林組合 大館工場

017-0838 大館市山館字田尻180

0186-43-2285

１～３

３ (有)山健高橋製材所

018-3301 北秋田市綴子字蟹子沢38-2

0186-62-1478

２

４ 大館北秋田森林組合 北秋田工場

018-3454 北秋田市脇神字佐助岱27-2

0186-62-1664

１～３

５ (有)澤田石興産

018-4401 北秋田郡上小阿仁村沖田面字小蒲野120

0186-77-2146

３

６ (株)神馬銘木

016-0171 能代市河戸川字上西山51-44

0185-54-3188

３

７ (株)ウッド・ミル

011-0916 秋田市飯島字穀丁大谷地259-1

018-880-5515

１～３

８ (有)戸井田製材所

019-2742 秋田市河辺三内字寺田祗園台143-3

018-883-2603

２

018-0604 由利本荘市西目町沼田字新道下1020-1

0184-32-1080

２

１０ (株)佐東製材所

015-0086 由利本荘市館字狩ヶ沢72-1

0184-29-2004

１～３

１１ (株)三浦製材所

018-1301 由利本荘市岩城内道川字観音下1

0184-73-2456

１～３

１２ (株)門脇木材 協和工場

019-2521 大仙市協和稲沢字台林15-2

018-893-4651

１～３

１３ (資)高梨製材所

014-0805 大仙市高梨字田茂木65

0187-63-0700

１～３

１４ (協)秋田スギ乾燥センター

014-1115 仙北市田沢湖小松字外の山4-1

0187-55-5121

１～３

１５ 三又建設(株)

019-1104 横手市山内三又字落合10-1

0182-32-4706

１～３

１６ (株)ウッディさんない

019-1108 横手市山内土渕字小目倉沢34-8

0182-53-2600

１～３

１７ 北日本索道(株)

012-0183 湯沢市皆瀬字二ツ石95-5

0183-46-2221

１～３

９

本荘由利森林組合
西目製材工場

注） 対象製品：建築用製材及び内装用壁板材
区分１・・・辺長９０mm以上の柱材。区分２・・・・・区分１・３以外のもの。区分３・・・・内装用壁板材

製材等ＪＡＳ認定工場一覧
＜R1.5.16現在＞
No.

工場名

郵便番号

工場所在地

電話番号

認定の区分

１ 東北木材(株)

016-0807 能代市字大森山1-18

人工乾燥処理構造用製材
0185-54-1531 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

２ 畠慶木材(資)

018-2104 山本郡三種町鹿渡字中沢新田45-2

人工乾燥処理構造用製材
0185-87-2005 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

018-3146 能代市二ツ井町中坪道下7

構造用製材
0185-73-3303 人工乾燥処理構造用製材
造作用製材、下地用製材

４ (株)沓沢製材所

017-0012 大館市釈迦内字街道上154

人工乾燥処理構造用製材
0186-48-3141 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

５ (株)佐藤材木店

018-3333 北秋田市深関街道下17

0186-62-0718 構造用製材

６ (株)くどうはじめ材木店

018-3124 能代市二ツ井町切石字白砂下19

人工乾燥処理構造用製材
0185-73-4611 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

７ (株)三浦製材所

018-1301 由利本荘市岩城内道川字観音下1

0184-73-2456 人工乾燥処理構造用製材

８ 大館北秋田森林組合 大館工場

017-0838 大館市山館字田尻180

構造用製材
0186-43-2285 人工乾燥処理構造用製材
人工乾燥処理下地用製材

９ 三又建設(株)

019-1104 横手市山内三又字落合10-1

人工乾燥処理構造用製材
0182-32-4706 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

３

立石林業(株)太良出張所
二ツ井製材工場

構造用製材
人工乾燥処理構造用製材
0184-29-2004
人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材
構造用製材
人工乾燥処理構造用製材
018-880-5515
人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

１０ (有)佐東製材所

015-0086 由利本荘市館字狩ヶ沢72-1

１１ (株)ウッド・ミル

011-0916 秋田市飯島字穀丁大谷地259-1

１２ 鹿角森林組合

018-5201 鹿角市花輪字合野18-3

人工乾燥処理構造用製材
0186-23-3315 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

019-2611 秋田市河辺戸島字七曲台120-46

人工乾燥処理構造用製材
018-893-3120 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

１４ 由利本荘森林組合 西目製材工場

018-0604 由利本荘市西目町沼田字新道下1020-1

人工乾燥処理構造用製材
0184-32-1080 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

１５ (株)門脇木材 協和工場

019-2521 大仙市協和稲沢字台林15-2

人工乾燥処理構造用製材
018-893-4651 人工乾燥処理造作用製材
人工乾燥処理下地用製材

１６ (株)沓沢製材所

017-0012 大館市釈迦内字街道上154

0186-48-3141

１３

秋田製材協同組合
アスクウッド秋田工場

人工乾燥枠組壁工法構造用製
材

集成材ＪＡＳ認定工場一覧

No.

工場名

１ 秋田グルーラム(株)

郵便番号

工場所在地

電話番号

＜H31.2.28現在＞
低ホルム
低ホルム
低ホルム
化粧ばり
化粧ばり
構造用 アルデヒド 構造用 アルデヒド 構造用 アルデヒド
造作用
構造用
造作用
(大断面) 構造用 (中断面) 構造用 (中断面) 構造用
集成材
(大断面)
(中断面)
(小断面)
○

017-0005 大館市花岡町字七ツ館1

0186-46-1100

２ (協)秋田県北木材センター 017-0878 大館市川口字上野101-1

0186-42-7651

３ 菊地合板木工(株)

018-1711 南秋田郡五城目町高崎字里下82-3

018-852-4105

○

４ 藤島木材工業(株)

018-3301 北秋田市綴子字田中下モ31

0186-62-0390

○

５ (株)宮盛

018-1734 南秋田郡五城目町大川大川字沖面195

018-875-2151

６ 二ツ井パネル(株)

018-4211 北秋田市川井字横呑沢5-130

0186-78-2132

７ 菱秋木材(株)

016-0115 能代市字悪戸67-1

0185-58-4311

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

構造用合板ＪＡＳ認定工場一覧

No.

工場名

郵便番号

１

秋田プライウッド（株）
男鹿工場

010-0511

２

秋田プライウッド（株）
向浜第一工場

３

４

工場所在地

男鹿市船川港船川字海岸通り2号22番
地3

電話番号

構造用
合板

＜H31.2.28現在＞
低ホルム
防虫処理
アルデヒド
構造用
構造用合板
合板

0185-23-2901

○

010-1601 秋田市向浜一丁目1番3号

018-863-3421

○

秋田プライウッド（株）
向浜第二工場

010-1601 秋田市向浜一丁目1番2号

018-863-1811

○

新秋木工業（株）
合板工場

010-1601 秋田市向浜一丁目8番2号

018-823-7265

○

○

