北海道 土木用資材（杭丸太）生産企業一覧表
（平成２３年３月２５日現在）
振興局

仮設住宅用杭丸太
取扱仕様（径級）
10cm以下 12cm

会社名

○

所在地

連絡先

担当者名
ＴＥＬ

ＦＡＸ

空知 昭和マテリアル株式会社

○

ｵﾎｰﾂ
ｸ

和光木材株式会社

○

上川 上川北部森林組合

○

十勝 有限会社青山製材場

○

足寄町上利別

青山 繁則

釧路 丸善木材株式会社

○

釧路町桂5丁目

鈴木 不二男 0154-37-1561 0154-36-3834

渡島 株式会社ハルキ

○

森町字姫川11-13

01374-2-5057 01374-2-5397

渡島 有限会社ニシモク

○

松前町字上川

0139-42-5302 0139-42-5302

十勝 有限会社石橋農林開発

○

陸別町字陸別基線312

十勝 株式会社サトウ

○

渡島 石井木材株式会社

○

釧路 厚浜木材加工協同組合

○

浜中町茶内3丁目1

上川 株式会社新見産業

○

旭川市本町3丁目437-145 新見

0166-53-9560 0166-53-9572

上川 株式会社ノムラ

○

旭川市神楽4条2丁目

0166-61-3611 0166-61-3615

宗谷 株式会社よつばハウジング

○

稚内市声問4丁目30-14

○

岩見沢市上幌向町542-7

0126-26-3636 0126-26-4533

津別町字緑町11

0152-76-2232 0152-76-1202

名寄市風連町緑町182-1

01655-3-2013 01655-3-2834
0156-29-8216 0155-20-7779

木村 幸裕

0156-27-2115 0156-27-2617

nourin@tapaz.plala.or.jp

○

帯広市西25条北1丁目1-3 松永 秀司

0155-37-4141 0155-37-4513

office@karamatu-satou.com

○

森町字駒ヶ岳85-1

01374-5-2701 01374-5-2238
原中 雅広

美田和三郎

0153-65-2321 0153-65-2206

○

厚沢部町鶉町66-1

釧路 阿寒産業開発株式会社

○

釧路市阿寒町北町2丁目
27

山田 孝治

0154-66-3420 0154-66-3195

滝上町栄町

江本 博幸

0158-29-2102 0158-29-2563

江本木材産業株式会社

○

上川 相田木材株式会社

○

後志 千歳林業株式会社

○

日高 山田木材産業株式会社

○

上川 有限会社内田木材

haranaka.2321@kohinmokuzai.com

0162-27-2115 0162-27-2116

檜山 株式会社鶉製材所

ｵﾎｰﾂ
ｸ

Ｅ-mail

0139-65-6211 0139-65-6766

富良野市字布部

0167-23-3168 0167-23-3160

倶知安町字琴平152-27

栃木 幸広

0136-23-2112 0136-23-4666

y-tochigi@chitose-ringyo.co.jp

○

新ひだか町三石歌笛16

山田 一郎

0146-35-3316 0146-35-3235

yamada-@sea.plala.or.jp

○

○

中富良野町福原

内田 則幸

0167-44-2897 0167-44-4626

十勝 幕別町森林組合

○

○

幕別町宝町53-1

鎌田 健

0155-54-2911 0155-54-2420

ｵﾎｰﾂ
ｸ

○

佐藤木材工業株式会社

上川 下川町森林組合

○

紋別市上渚滑町4丁目
○

0158-25-2031 0158-25-2808

下川町南町133

武田

01655-4-2159 01655-4-2720

釧路市阿寒町新町2-6-9

大澤 友厚
庄司 金男

0154-66-3101 0154-66-3103

ericla0330@marimo.or.jp

安平町早来新栄670

営業 小澤

0145-22-3077 0145-22-2718

ishiimokuzai@yahoo.co.jp

釧路 大澤木材株式会社道東事業部

○

胆振 石井木材株式会社

○

十勝 十勝広域森林組合 池田

○

池田町字利別南町６５

駒形 憲一

015-572-2304 015-572-3952

後志 ようてい森林組合

○

京極町字春日170

林 美裕喜

0136-42-2211 0136-42-3510

胆振 苫小牧広域森林組合

○

むかわ町穂別433

小林

0145-45-2311 0145-45-3240

胆振 株式会社岩本商会

○

苫小牧市字植苗136-1

藤原 守

0144-58-2311 0144-58-2313

上ノ国町字中須田

久末 正彦

0139-55-3538 0139-55-1022

檜山 有限会社久末製材所

○

○

kamada@sirius.ocn.ne.jp

hayashi@youtei-fa.or.jp

iwamotoshokai@ains.tomakomai.or.jp

日高 日高中部森林組合

○

新ひだか町静内田原710

岩倉 信一

0146-42-0056 0146-42-0558

上川 士別地区森林組合

○

士別市東丘1丁目

参事 南条

0165-23-5128 0165-23-5129

shibetsumorikumi@peace.ocn.ne.jp

標茶町開運8丁目

三好 英雄

0154-85-2367 0154-85-2444

fujimoku@sip.or.jp

釧路 株式会社不二木材

○

渡島 有限会社三上製材所

○

森町字常磐町171-9

01374-2-6003 01374-2-5513

ｵﾎｰﾂ
ｸ

○

遠軽町丸瀬布天神町54

0158-47-3307 0158-47-3122

根室 株式会社ケイセイ中標津出張所

○

中標津町緑ヶ丘7-12

山岸 弘彰

0153-72-3258 0153-72-3571

yamagishi@keisei.gr.jp

石狩 株式会社丹治秀工業

○

千歳市駒里2211-1

丹治 秀春

0123-22-6220 0123-24-4177

tanjishu@bi.wakwak.co.jp

留萌 留萌地区間伐材生産加工協同組合

○

苫前町字古丹別186

佐藤 英記

0164-65-3306 0164-65-3532

ecolog@ec5.technowave.ne.jp

計

丸高産業株式会社

39社

