
№ 事業者（事業所）の名称 代表者役職名 代表者氏名 〒 住所 ＴＥＬ 認定年月日

1 道木連バイオマス第 1 号 松原産業株式会社　栗山利活用工場 代表取締役 松原　正和 069-1507 夕張郡栗山町旭台２３番地１００ 0123-72-1224 平成25年4月1日

2 道木連バイオマス第 2 号 札鶴ベニヤ株式会社　林材事業部 代表取締役社長 山本　純也 099-4521 斜里郡清里町札弦町４８－２ 0152-26-2311 〃

3 道木連バイオマス第 3 号 有限会社佐藤林業 代表取締役 佐藤　　忍 042-0918 函館市米原町２１９番地 0138-58-3889 〃

4 道木連バイオマス第 4 号 有限会社佐藤製函工場 代表取締役 佐藤　定由 093-0135 網走市卯原内２０１番地の１２ 0152-47-2158 〃

5 道木連バイオマス第 5 号 旭東林産協同組合 理事長 佐々木　斉 071-1424 上川郡東川町南町２丁目２番１１号 0166-68-4855 〃

6 道木連バイオマス第 6 号 長尾工業株式会社 代表取締役 長尾　輝行 054-0143 勇払郡むかわ町穂別和泉１４１番地４ 0145-45-2175 〃

7 道木連バイオマス第 7 号 株式会社丹治秀工業　千歳工場 代表取締役 丹治　秀寛 066-0011 千歳市駒里２２１１－１ 0123-22-6220 〃

8 道木連バイオマス第 8 号 北村林業株式会社 代表取締役 北村　昌俊 089-5634 十勝郡浦幌町字帯富９７番地３ 015-576-2225 〃

9 道木連バイオマス第 9 号 大澤木材株式会社 代表取締役 成田　勝仁 085-0218 釧路市阿寒町新町２丁目６番９号 0154-66-3101 〃

10 道木連バイオマス第 10 号 信栄工業株式会社 代表取締役 佐藤　信勝 082-0005 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-62-8009 〃

11 道木連バイオマス第 11 号 日本製紙木材(株)北海道支店旭川営業所 所長 中村　善富 070-0013 旭川市パルプ町５０５－１ 0166-24-1141 〃

12 道木連バイオマス第 12 号 和光木材株式会社 代表取締役 佐藤　　隆 092-0212 網走郡津別町緑町１１番地 0152-76-2232 〃

13 道木連バイオマス第 13 号 佐藤林業株式会社 代表取締役 佐藤　　隆 090-0035 北見市北斗町３丁目６番１６号 0157-61-3100 〃

14 道木連バイオマス第 14 号 佐藤林業株式会社　津別工場 代表取締役 佐藤　　隆 092-0203 網走郡津別町達美２３－１ 0152-76-2071 〃

15 道木連バイオマス第 15 号 北海道木質バイオ開発事業協同組合 代表理事 三津橋　　央 079-8452 旭川市永山北２条９丁目７番地２号 0166-47-0101 〃

16 道木連バイオマス第 16 号 住友林業フォレストサービス(株)北海道営業所 所長 中井　康貴 079-8418 旭川市永山８条19-1-18 0166-40-1152 〃

17 道木連バイオマス第 17 号 北見チップ株式会社 代表取締役 岡田　邦仁 099-0871 北見市相内町214番地 0157-37-2107 〃

18 道木連バイオマス第 18 号 木下林業株式会社 代表取締役 木下　貞雄 089-5634 十勝郡浦幌町帯富86番地 015-576-2161 〃

19 道木連バイオマス第 19 号 株式会社サトウ　本社工場 代表取締役社長 松永　秀司 080-2465 帯広市西２５条北１丁目１番３号 0155-37-4141 〃

20 道木連バイオマス第 20 号 株式会社サトウ　足寄工場 代表取締役社長 松永　秀司 089-3871 足寄郡足寄町芽登本町６７５番地 0155-37-4141 〃

21 道木連バイオマス第 21 号 山崎　　努 山崎　　努 099-0878 北見市東相内町５７５－１０ 0157-36-3183 〃

22 道木連バイオマス第 22 号 横内林業株式会社　本社工場 代表取締役社長 伊藤　喜美雄 086-1145 標津郡中標津町北中２５番地１８ 0153-72-2406 〃

23 道木連バイオマス第 23 号 菅野木材店 菅野　　智 090-0011 北見市曙町６６４番地４２ 0157-24-5295 〃

24 道木連バイオマス第 24 号 有限会社樹林仙波 取締役 仙波　芳典 090-0837 北見市中央三輪３丁目５０２－１７ 0157-36-0224 〃

25 道木連バイオマス第 25 号 株式会社佐藤造材 代表取締役 佐藤　桂一 093-0135 網走市字卯原内３－８ 0152-47-2818 〃

26 道木連バイオマス第 26 号 有限会社大貝木材 社長 大貝　進 096-0015 名寄市西５条南１２丁目５５番地９０ 01654-2-2467 〃

27 道木連バイオマス第 27 号 北海道ニッタ株式会社 代表取締役 永野　　仁 089-0611 中川郡幕別町新町１１５番地 0155-54-2206 〃

28 道木連バイオマス第 28 号 有限会社松本林産 代表取締役 松本　昌久 092-0171 網走郡美幌町美富１４９番地の８ 0152-73-2897 〃

29 道木連バイオマス第 29 号 横内林業株式会社　紋別事業所 代表取締役社長 伊藤　喜美雄 099-5171 紋別市渚滑町９丁目２６番地 0158-24-5171 〃

30 道木連バイオマス第 30 号 国安産業株式会社 代表取締役 國安　直子 092-0203 網走郡津別町達美１４８番地の５ 0152-76-2300 〃
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31 道木連バイオマス第 31 号 阿寒木材株式会社 取締役社長 大越　敏弘 092-0232 網走郡津別町新町７番地 0152-76-2115 平成25年4月1日

32 道木連バイオマス第 32 号 有限会社三北建設 代表取締役 笹井　達也 073-0044 滝川市西町６丁目４番５１号 0125-22-5228 〃

33 道木連バイオマス第 33 号 有限会社山川林業 代表取締役 山川　智晶 089-5601 十勝郡浦幌町宝町５３番地６ 015-576-231 〃

34 道木連バイオマス第 34 号 千歳林業株式会社 代表取締役 栃木　幸広 044-0066 虻田郡倶知安町琴平１５２番地２７ 0136-23-2112 〃

35 道木連バイオマス第 35 号 株式会社神野木工場 代表取締役 神野　公司 089-2626 広尾郡広尾町錦通南２丁目６９番地 01558-2-2084 〃

36 道木連バイオマス第 36 号 株式会社内海林業 代表取締役 内海　克己 080-1408 河東郡上士幌町上士幌東１線２２３番６ 01564-2-3306 〃

37 道木連バイオマス第 37 号 物林株式会社 素材営業部長 中原　雅之 060-0003 札幌市中央区北３条西２丁目１０－２ 011-271-1600 〃

38 道木連バイオマス第 38 号 物林株式会社　北見事務所 素材営業部長 中原　雅之 091-0024 北見市留辺蘂町旭南４８ 0157-42-2131 〃

39 道木連バイオマス第 39 号 物林株式会社　苫小牧事務所 素材営業部長 中原　雅之 053-0056 苫小牧市あけぼの町４丁目1-63 0144-57-8070 〃

40 道木連バイオマス第 40 号 物林株式会社　旭川事務所 素材営業部長 中原　雅之 079-8451 旭川市永山北１条１０丁目８－３ 0166-47-2200 〃

41 道木連バイオマス第 41 号 佐藤木材工業株式会社 代表取締役社長 佐藤　教誘 099-5354 紋別市上渚滑町４丁目１番地 0158-25-2031 〃

42 道木連バイオマス第 42 号 忠津木材株式会社　チップ工場 代表取締役 忠津　　章 078-3713 苫前郡苫前町興津１４０番２ 0164-64-2244 〃

43 道木連バイオマス第 43 号 丹治林業株式会社 代表取締役 丹治　敏男 059-1365 苫小牧市植苗１９６番地 0144-55-1111 〃

44 道木連バイオマス第 44 号 熊谷林産株式会社 代表取締役 熊谷　　敏 092-0225 網走郡津別町字共和１２５番地 0152-76-2365 〃

45 道木連バイオマス第 45 号 株式会社山田木工場 代表取締役社長 山田　　彰 078-8211 旭川市１条通21丁目1974番地128 0166-31-3101 〃

46 道木連バイオマス第 46 号 美深林産協同組合 代表理事 梶田　幸宏 098-2235 中川郡美深町南町３０番地の７ 01656-2-1775 〃

47 道木連バイオマス第 47 号 津別単板協同組合 代表理事 大越　敏弘 092-0203 網走郡津別町達美１６７番地 0152-75-5101 〃

48 道木連バイオマス第 48 号 株式会社佐藤興業 代表取締役 佐藤　サダ子 092-0002 網走郡美幌町美禽１７２番地の３０ 0152-72-4025 〃

49 道木連バイオマス第 49 号 江本木材産業株式会社　本社工場 代表取締役 江本　博幸 099-5605 紋別郡滝上町字サクルー原野基線５番地 0158-29-2102 〃

50 道木連バイオマス第 50 号 令和元年12月３１日付　登録抹消

51 道木連バイオマス第 51 号 有限会社八巻木材店 取締役 八巻　恒夫 089-2147 広尾郡大樹町鏡町１－４１ 01558-6-2343 平成25年4月26日

52 道木連バイオマス第 52 号 株式会社マルエス商行 代表取締役 佐藤　行雄 088-0574 白糠郡白糠町西庶路東１条南３丁目 01547-5-3041 〃

53 道木連バイオマス第 53 号 大雪林業株式会社 代表取締役 市村　　暢 070-0842 旭川市大町２条10丁目173番地271 0166-74-3577 〃

54 道木連バイオマス第 54 号 有限会社長良木材店 代表取締役 長良　一夫 092-0201 網走郡津別町字最上２８９番地 0152-76-2370 〃

55 道木連バイオマス第 55 号 菊地林業有限会社 代表取締役 宇野　　壽 089-4300 足寄郡陸別町字陸別原野基線３３３番地 0156-27-2879 〃

56 道木連バイオマス第 56 号 株式会社カネヨ木材 代表取締役 千葉　弘 088-2682 標津郡中標津町計根別北１条東１丁目８番地３ 0153-78-2134 〃

57 道木連バイオマス第 57 号 有限会社三孝木材 代表取締役 瀧田　正孝 071-0202 上川郡美瑛町南町２丁目２番４号 0166-92-4497 〃

58 道木連バイオマス第 58 号 有限会社滝田木材 代表取締役 瀧田　勝彦 071-0239 上川郡美瑛町字美瑛原野２２１－７６ 0166-92-4465 〃

59 道木連バイオマス第 59 号 鹿股　清男 鹿股　清男 088-2681 標津郡中標津町字当幌１２６２－１７番地 0153-73-2380 〃

60 道木連バイオマス第 60 号 有限会社タカハシ 代表取締役 高橋　　清 099-1585 北見市上ところ２１１番地の１ 0157-39-3905 〃
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61 道木連バイオマス第 61 号 平成27年6月4日付　登録抹消

62 道木連バイオマス第 62 号 令和２年3月31日付　登録抹消

63 道木連バイオマス第 63 号 株式会社遠藤組 代表取締役 遠藤　智子 099-1114 常呂郡置戸町字置戸２５５番地２２ 0157-52-3021 平成25年4月26日

64 道木連バイオマス第 64 号 北見工営株式会社 代表取締役 伊藤　義忠 092-0041 網走郡美幌町字東１条南１丁目３０番地１ 0152-73-2227 〃

65 道木連バイオマス第 65 号 加賀谷木材株式会社 代表取締役 加賀谷　雅治 092-0212 網走郡津別町緑町２２番地 0152-76-2145 〃

66 道木連バイオマス第 66 号 平成28年3月31日付　登録抹消　

67 道木連バイオマス第 67 号 有限会社三好木材店 代表取締役 三好　幸市 099-1136 常呂郡置戸町字置戸２２０番地 0157-52-3231 平成25年4月26日

68 道木連バイオマス第 68 号 長原造材有限会社 代表取締役 長原　　司 071-1254 上川郡鷹栖町１４線１５号２番地 0166-87-2553 〃

69 道木連バイオマス第 69 号 株式会社幸稜 代表取締役 金野　眞幸 073-1103 樺戸郡新十津川町字中央３２２番地１２ 0125-76-2503 〃

70 道木連バイオマス第 70 号 株式会社高橋木工場 代表取締役 高橋　義人 080-0802 帯広市東２条南１４丁目１２番地 0155-23-1385 〃

71 道木連バイオマス第 71 号 株式会社よつばフォレスト 代表取締役 八幡　篤司 098-6571 稚内市大字声問村字曲淵５４７９番地１ 0162-74-2703 〃

72 道木連バイオマス第 72 号 赤坂木材株式会社 代表取締役 渋谷　光敏 091-0023 北見市留辺蘂町旭中央３５番地２ 0157-42-2022 〃

73 道木連バイオマス第 73 号 西坂林産株式会社 代表取締役 西坂　潤一 090-0031 北見市留辺蘂町大富９９番地２ 0157-42-3371 〃

74 道木連バイオマス第 74 号 遠藤工業有限会社 代表取締役 遠藤　勝幸 098-2805 中川郡中川町字誉６５３番地１ 01656-7-2456 〃

75 道木連バイオマス第 75 号 石田産業株式会社 代表取締役 石田　壮一 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町４３１番地 0136-57-5126 〃

76 道木連バイオマス第 76 号 有限会社ＩＦＦ 代表取締役 小野寺　正勝 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町４３１番地 0136-51-2200 〃

77 道木連バイオマス第 77 号 羊蹄林産協同組合 理事長 中兼　幸靖 048-1301 磯谷郡蘭越町蘭越町４３１番地 0136-57-5955 〃

78 道木連バイオマス第 78 号 日鉄鉱業株式会社北海道支店白老チップ工場 工場長 塚本　浩久 059-0642 白老郡白老町字竹浦３４３番地９ 0144-87-2791 〃

79 道木連バイオマス第 79 号 王子フォレストリー株式会社道北出張所 代表取締役 三浦　　務 079-8451 旭川市永山北１条１０丁目８番３号 0166-46-1841 〃

80 道木連バイオマス第 80 号 立石興業株式会社 代表取締役 立石　　清 088-0331 白糠郡白糠町東１条北８丁目１番地５ 01547-2-3684 〃

81 道木連バイオマス第 81 号 賀集産業株式会社 代表取締役 賀集　繁喜 056-0015 日高郡新ひだか町静内海岸町１丁目３番１６ 0146-42-1571 〃

82 道木連バイオマス第 82 号 山崎緑化 代表 山崎　　憲 093-0135 網走市字卯原内５番地７２ 0152-47-2518 〃

83 道木連バイオマス第 83 号 楠瀬　雄三 楠瀬　雄三 007-0838 札幌市東区北３８条東１７－２－１６ 011-786-7748 〃

84 道木連バイオマス第 84 号 細川林業有限会社 代表取締役 細川　貞夫 099-0871 北見市相内町２８６－１９ 0157-37-2958 〃

85 道木連バイオマス第 85 号 齊藤重興業 代表 齊藤　益雄 098-2227 中川郡美深町字北町１４番地１９ 01656-2-1334 平成25年6月20日

86 道木連バイオマス第 86 号 株式会社三浦興産 代表取締役 三浦　雅子 059-3231 日高郡新ひだか町三石本桐１９３番地８ 0146-34-2288 〃

87 道木連バイオマス第 87 号 有限会社カネキ鈴木造材 代表取締役 鈴木　　清 070-8047 旭川市忠和７条３丁目２番５号 0166-85-6685 〃

88 道木連バイオマス第 88 号 有限会社真貝林工 代表取締役 眞貝　眞佐喜 099-5606 紋別郡滝上町字サクルー原野基線１４番地 0158-29-2354 〃

89 道木連バイオマス第 89 号 平成31年3月31日付　登録抹消　

90 道木連バイオマス第 90 号 山康木材 代表 鈴木　　康一 080-0044 帯広市西１４条北７丁目１番地７６ 0155-38-5552 平成25年6月20日
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91 道木連バイオマス第 91 号 株式会社佐藤製材工場 代表取締役 佐藤　年彦 099-4142 斜里郡斜里町字中斜里１８番地２９ 0152-23-2158 平成25年6月20日

92 道木連バイオマス第 92 号 有限会社八重洲産業 代表取締役 福井　一行 048-2411 余市郡仁木町東町１２丁目７番地２ 0135-32-3338 〃

93 道木連バイオマス第 93 号 有限会社山二伊東産業 代表取締役 伊東　幸裕 088-0116 釧路市音別町中園１丁目４１番地 01547-6-2439 〃

94 道木連バイオマス第 94 号 株式会社ウッドマーケット 代表取締役 澤井　教純 078-8349 北海道旭川市東光９条３丁目３－１ 090-2691-4826 〃

95 道木連バイオマス第 95 号 有限会社ナカザワ 代表取締役 仲澤　俊信 080-2471 帯広市西２１条南２丁目５７番１１号 0155-33-9735 〃

96 道木連バイオマス第 96 号 有限会社鈴木重機 代表取締役 鈴木　富士郎 090-0005 北見市大和１番地の２ 0157-33-2339 〃

97 道木連バイオマス第 97 号 井原林産株式会社 代表取締役 井原　久 080-0803 帯広市東３条南６丁目１９番地 0155-25-6858 平成25年7月23日

98 道木連バイオマス第 98 号 山大産業株式会社 取締役社長 岩倉　圭彦 053-0011 苫小牧市末広町３丁目９番２１号 0144-32-8184 〃

99 道木連バイオマス第 99 号 有限会社安田工業 代表取締役 安田　憲行 054-0143 勇払郡むかわ町穂別和泉８４－１ 0145-45-2440 〃

100 道木連バイオマス第 100 号 港エステート株式会社 旭川出張所 代表取締役 森　　郁雄 078-8236 旭川市豊岡６条４丁目４－１８旭プラザビル３F 0166-35-2255 〃

101 道木連バイオマス第 101 号 三津橋産業株式会社 音威子府工場 代表取締役 三津橋　央 098-2501 中川郡音威子府村字音威子府５０３番地 01656-5-3211 〃

102 道木連バイオマス第 102 号 三津橋産業株式会社 幌加内工場 代表取締役 三津橋　央 074-0413 雨竜郡幌加内町字雨煙内４７６５番地３ 0165-35-2334 〃

103 道木連バイオマス第 103 号 三津橋産業株式会社 富良野工場 代表取締役 三津橋　央 076-0036 富良野市島の下 0167-22-4215 〃

104 道木連バイオマス第 104 号 オムニス林産協同組合 代表理事 瀬上　晃彦 089-0563 中川郡幕別町字千住４２番地６ 0155-56-1000 〃

105 道木連バイオマス第 105 号 株式会社ニチモク林産北海道　鶴居工場 代表取締役 中村　善富 085-1206 阿寒郡鶴居村鶴居東７丁目１番地 0154-64-2434 〃

106 道木連バイオマス第 106 号 株式会社ニチモク林産北海道　旭川工場 代表取締役 中村　善富 070-0013 旭川市パルプ町５０５番地１ 0166-23-0261 〃

107 道木連バイオマス第 107 号 株式会社ニチモク林産北海道　下川工場 代表取締役 中村　善富 098-1212 上川郡下川町北町６９番地 01655-4-2130 〃

108 道木連バイオマス第 108 号 株式会社ニチモク林産北海道　清水工場 代表取締役 中村　善富 089-0103 上川郡清水町字清水第六線６７番地 0156-62-2100 〃

109 道木連バイオマス第 109 号 株式会社ニチモク林産北海道　由仁工場 代表取締役 中村　善富 069-1215 夕張郡由仁町熊本５２１番地 0123-86-2086 〃

110 道木連バイオマス第 110 号 株式会社ニチモク林産北海道　喜茂別工場 代表取締役 中村　善富 044-0221 虻田郡喜茂別町字伏見１番地 0136-33-2750 〃

111 道木連バイオマス第 111 号 株式会社ニチモク林産北海道　今金工場 代表取締役 中村　善富 049-4308 瀬棚郡今金町字今金５８５番地 0137-82-2106 〃

112 道木連バイオマス第 112 号 上川中部森林整備事業協同組合 理事長 佐々木　斉 071-1424 上川郡東川町南町２丁目２番１１号 0166-68-4855 〃

113 道木連バイオマス第 113 号 有限会社寺谷 代表取締役 寺谷　唱治 089-3716 足寄郡足寄町南６条６丁目５５番地 0156-25-4600 平成25年8月29日

114 道木連バイオマス第 114 号 有限会社三和林業 代表取締役 武田　陽司 077-0021 留萌市高砂町３丁目６番１号 0164-42-0770 〃

115 道木連バイオマス第 115 号 留萌地方林業協同組合 代表理事 道見　正直 077-0005 留萌市船場町1丁目2番地 0164-42-1003 〃

116 道木連バイオマス第 116 号 株式会社川代興業 代表取締役社長 川代　春男 094-0022 紋別市新生４３番地３１ 0158-24-5947 〃

117 道木連バイオマス第 117 号 オホーツクバイオエナジー株式会社　本社工場 代表取締役 長谷川　香織 094-0012 紋別市新港町４丁目６ 0158-23-1191 〃

118 道木連バイオマス第 118 号 双葉建設産業株式会社 代表取締役 浅井　富雄 075-0006 芦別市北６条西２丁目９番地の１１ 0124-22-3393 平成25年10月28日

119 道木連バイオマス第 119 号 佐藤産業 佐藤　秀記 092-0004 網走郡美幌町字仲町１丁目１４１－５２ 0152-73-5365 〃

120 道木連バイオマス第 120 号 小室産業有限会社 代表取締役 小室　一征 075-0004 芦別市北４条西２丁目９番地の６ 0124-23-1920 〃
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121 道木連バイオマス第 121 号 昭和木材株式会社製材工場 代表取締役社長 髙橋　範行 071-1425 上川郡東川町西町１０丁目１－３ 0166-68-4646 平成25年10月28日

122 道木連バイオマス第 122 号 昭和マテリアル株式会社 代表取締役 五十嵐　一朗 069-0365 岩見沢市上幌向町５４２番地７ 0126-26-3636 〃

123 道木連バイオマス第 123 号 旭産業有限会社 代表取締役 横山　勝嗣 079-1283 赤平市平岸東町６丁目７番地 0125-38-8216 〃

124 道木連バイオマス第 124 号 葵リサイクル株式会社 代表取締役社長 佐藤　信勝 082-0005 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-62-8111 平成25年12月17日

125 道木連バイオマス第 125 号 信和有限会社 代表取締役社長 佐藤　信勝 082-0005 河西郡芽室町東芽室基線１１番地７ 0155-67-6015 〃

126 道木連バイオマス第 126 号 玉川木材工業株式会社 代表取締役 田村　里奈 089-3721 足寄郡足寄町旭町４丁目９０番地 0156-25-2173 〃

127 道木連バイオマス第 127 号 株式会社小玉 代表取締役 小玉　一博 053-0017 苫小牧市栄町２丁目２番１０号 0144-36-1166 〃

128 道木連バイオマス第 128 号 有限会社西田産業 代表取締役 西田　由松 068-0805 岩見沢市南町５条１丁目４番７号 0126-22-2592 〃

129 道木連バイオマス第 129 号 北都物産株式会社 代表取締役 春木　郷志 077-0021 留萌市高砂町３丁目６番１号 0164-42-0770 〃

130 道木連バイオマス第 130 号 旭川地方原木市協同組合連合会 会長 髙橋　秀樹 079-8451 旭川市永山北１条１０丁目８番３号 0166-46-0753 〃

131 道木連バイオマス第 131 号 旭川林産協同組合 理事長 髙橋　秀樹 079-8451 旭川市永山北１条１０丁目８番３号 0166-46-0661 〃

132 道木連バイオマス第 132 号 野村坑材有限会社 代表取締役 日裏　正志 073-0046 滝川市扇町３丁目１４番３４号 0125-23-5869 〃

133 道木連バイオマス第 133 号 井上産業株式会社　滝上工場 代表取締役 井上　英雄 099-5605 紋別郡滝上町字サクルー原野基線５番地 0158-29-2101 〃

134 道木連バイオマス第 134 号 井上産業株式会社　遠軽工場 代表取締役 井上　英雄 099-0401 紋別郡遠軽町学田２丁目１１番地３ 0158-42-5271 〃

135 道木連バイオマス第 135 号 昭和木材株式会社　札幌支店 専務取締役支店長 髙橋　泰規 061-3244 石狩市新港南１丁目１９－２４ 0133-64-3188 〃

136 道木連バイオマス第 136 号 近井木材産業株式会社 代表取締役 近井　孝義 095-0371 士別市上士別町壱１６線北１番地 0165-24-2150 〃

137 道木連バイオマス第 137 号 株式会社苫林 代表取締役 長谷川　靖典 053-0052 苫小牧市新開町４丁目４番５号 0144-55-7172 〃

138 道木連バイオマス第 138 号 平成31年3月31日付　登録抹消　

139 道木連バイオマス第 139 号 株式会社大和産業 湯ノ岱工場 代表取締役 時田　真紀子 049-0586 檜山郡上ノ国町字湯ノ岱４９１番地 0139-56-3410 平成25年12月17日

140 道木連バイオマス第 140 号 山田木材産業株式会社 代表取締役 山田　一郎 059-3351 日高郡新ひだか町三石歌笛１００４番地 0146-35-3316 〃

141 道木連バイオマス第 141 号 相田木材株式会社 代表取締役 相田　泰宏 076-0004 富良野市字布部 0167-23-3168 〃

142 道木連バイオマス第 142 号 天富木材株式会社 代表取締役 石川　　敏 098-4111 天塩郡豊富町西１条７丁目２５４５ 0162-82-2115 〃

143 道木連バイオマス第 143 号 三浦組木材工業株式会社 代表取締役 三浦　博泰 048-1723 虻田郡留寿都村字三ノ原１７番地の９ 0136-46-3957 〃

144 道木連バイオマス第 144 号 株式会社エコ・グリーンおこっぺ 代表取締役 齋藤　忠英 098-1621 紋別郡興部町字興部秋里４４番地の７ 0158-82-2235 〃

145 道木連バイオマス第 145 号 株式会社八雲製材所 代表取締役社長 阿部　　悟 049-3113 二海郡八雲町相生町９５番地 0137-62-2188 〃

146 道木連バイオマス第 146 号 株式会社木村林業 代表取締役 平木　優子 098-5205 枝幸郡枝幸町歌登桧垣町１３６番地１６ 0163-68-2236 〃

147 道木連バイオマス第 147 号 株式会社Ｃ＆Ｒ 代表取締役 横山　義典 059-1363 苫小牧市字静川５番地４ 0144-56-4040 〃

148 道木連バイオマス第 148 号 谷口木材株式会社 代表取締役 谷口　栄二 098-2226 中川郡美深町東６条北１丁目２９３番地 01656-2-1068 〃

149 道木連バイオマス第 149 号 三津橋産業株式会社 代表取締役 三津橋　央 095-0021 士別市西１条２１丁目４７１番地 0165-23-5271 〃

150 道木連バイオマス第 150 号 南富良野木材産業株式会社 代表取締役 三津橋　央 079-2403 空知郡南富良野町字幾寅 0167-52-2121 〃
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151 道木連バイオマス第 151 号 音威子府林産企業協同組合 代表理事 三津橋　央 098-2501 中川郡音威子府村字音威子府５０３番地２ 01656-5-3211 平成25年12月17日

152 道木連バイオマス第 152 号 株式会社ホリタ 代表取締役 堀田　　真 089-2561 広尾郡広尾町字野塚７６４番地 01558-2-3151 〃

153 道木連バイオマス第 153 号 上士別林業株式会社 代表取締役 山本　良二 095-0371 士別市上士別町１６線南４番地 0165-24-2315 〃

154 道木連バイオマス第 154 号 株式会社西根製材所 代表取締役 西根　悌司 049-0408 上磯郡木古内町字幸連５５番地１ 01392-2-2333 〃

155 道木連バイオマス第 155 号 山一木材工業株式会社 代表取締役 髙橋　伯奉 049-4334 瀬棚郡今金町字種川２８４番地 0137-82-0501 〃

156 道木連バイオマス第 156 号 鬼頭木材工業株式会社 代表取締役 鬼頭　孝幸 059-1374 苫小牧市晴海町３７番地 0144-55-2641 〃

157 道木連バイオマス第 157 号 中標津林業株式会社 代表取締役 樋木　宏光 086-1150 標津郡中標津町南中１番１ 0153-72-2280 〃

158 道木連バイオマス第 158 号 幕別チップ株式会社 代表取締役 井原　　久 089-0612 中川郡幕別町字明野１３３番地１ 0155-54-2347 〃

159 道木連バイオマス第 159 号 村金興業株式会社 代表取締役 村山　　崇 098-5814 枝幸郡枝幸町岬町６６８番地１ 0163-62-2837 〃

160 道木連バイオマス第 160 号 有限会社誉林業 代表取締役 小野　伸二 096-0004 名寄市東４条南５丁目９番地１ 01654-2-4425 〃

161 道木連バイオマス第 161 号 株式会社鶉製材所 代表取締役 阿部　敦彦 043-1237 檜山郡厚沢部町鶉町６６－１ 0139-65-6211 〃

162 道木連バイオマス第 162 号 尾田林業 代表 尾田　幸一 098-1702 紋別郡雄武町字雄武１２８６番地の２ 0158-84-3521 〃

163 道木連バイオマス第 163 号 佐藤木材工業株式会社　元紋別チップセンター 代表取締役社長 佐藤　教誘 099-5354 紋別市元紋別７７番地 0158-25-2031 〃

164 道木連バイオマス第 164 号 丸善木材株式会社 代表取締役 鈴木　一浩 088-0626 釧路郡釧路町桂４丁目１５番地 0154-37-1561 〃

165 道木連バイオマス第 165 号 浜中チップ工業株式会社 代表取締役 鈴木　通夫 088-1367 厚岸郡浜中町茶内旭３丁目３番地 0153-65-2170 〃

166 道木連バイオマス第 166 号 双日与志本林業株式会社　帯広営業所 代表取締役 松本　隆文 080-0810 帯広市東１０条南８－１－２１ 0155-23-0021 〃

167 道木連バイオマス第 167 号 株式会社矢口産業 代表取締役 矢口　　徹 094-0013 紋別市南が丘町７丁目９番１号 0158-23-6120 〃

168 道木連バイオマス第 168 号 南北海道林業総合事業協同組合 理事長 山田　米蔵 043-0061 檜山郡江差町字南ヶ丘７－２８９ 0139-52-0134 〃

169 道木連バイオマス第 169 号 有限会社オキツ産業 代表取締役 興津　政文 070-0824 旭川市錦町１４丁目２９５１番地の３４ 0166-52-2183 〃

170 道木連バイオマス第 170 号 有限会社館坂事業所　八雲本店 代表取締役 館坂　政幸 049-3123 二海郡八雲町立岩５５－２０ 0137-63-4668 〃

171 道木連バイオマス第 171 号 鬼頭木材工業株式会社 様似工場 工場長 髙倉　勇一 058-0032 様似郡様似町西町６５番地 0146-36-2025 〃

172 道木連バイオマス第 172 号 大雪運輸株式会社 代表取締役 今村　賢一 081-0038 上川郡新得町字新得基線６７番地１５ 0156-64-5523 〃

173 道木連バイオマス第 173 号 大澤木材株式会社　佐呂間工場 代表取締役 成田　勝仁 093-0502 常呂郡佐呂間町永代町１３６番地 01587-2-3231 〃

174 道木連バイオマス第 174 号 株式会社ノムラ 代表取締役 野村　幸生 070-8003 旭川市神楽３条２丁目２番９号 0166-61-3612 〃

175 道木連バイオマス第 175 号 有限会社宇野林業 代表取締役 宇野　藤男 099-0428 紋別郡遠軽町西町２丁目６番地の４６ 0158-42-3055 〃

176 道木連バイオマス第 176 号 忠榮産業株式会社 代表取締役 道見　忠範 077-0005 留萌市船場町１丁目２番地 0164-42-0867 〃

177 道木連バイオマス第 177 号 株式会社伊藤産業 代表取締役社長 伊藤　秀敏 099-0871 北見市相内町280番地9 0157-37-2040 平成26年2月25日

178 道木連バイオマス第 178 号 大粒来組 代表 大粒来　栄作 054-0042 湧別郡むかわ町美幸２－８７－１ 080-6098-6578 〃

179 道木連バイオマス第 179 号 北日本木材株式会社 代表取締役 桜井　範明 070-0028 旭川市東８条８丁目１－３２ 0166-24-1276 〃

180 道木連バイオマス第 180 号 有限会社渡辺造林 代表取締役 渡邊　三七一 099-0412 紋別郡遠軽町豊里２８１ 0158-42-6524 〃
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181 道木連バイオマス第 181 号 本別運送株式会社 代表取締役 鎌田　　誠 089-3305 中川郡本別町共栄１８番地２ 0156-22-3037 平成26年2月25日

182 道木連バイオマス第 182 号 村山木材株式会社 代表取締役 村山　良子 098-5808 枝幸郡枝幸町新港町７９６２番地２５ 0163-62-1650 平成26年4月1日

183 道木連バイオマス第 183 号 西尾林業株式会社 代表取締役 西尾　博光 099-0416 紋別郡遠軽町大通南１丁目１番地５ 0158-42-8181 〃

184 道木連バイオマス第 184 号 株式会社北村商店 代表取締役社長 北村　栄康 089-5613 十勝郡浦幌町字幸町７番地 015-576-2167 〃

185 道木連バイオマス第 185 号 有限会社伊藤造林 代表取締役 伊藤　重孝 094-0021 紋別市大山町４丁目１１番地の６ 0158-23-1302 平成26年4月1日

186 道木連バイオマス第 186 号 置戸地区林産協同組合 理事長 遠藤　智子 099-1138 常呂郡置戸町字中里９番地の１ 0157-52-3430 〃

187 道木連バイオマス第 187 号 株式会社北海道環境整備 代表取締役 笠原　譲 089-0551 中川郡幕別町札内泉町７９番地の１６ 0155-56-7900 〃

188 道木連バイオマス第 188 号 北見森づくり協同組合 理事長 伊藤　守 090-0804 北見市桜町3丁目26番地の9 0157-26-4088 平成26年4月18日

189 道木連バイオマス第 189 号 津別地区林業協同組合 理事長 加賀谷　雅治 092-0215 網走郡津別町字１条通り５番地 0152-76-2274 〃

190 道木連バイオマス第 190 号 米田産業 代表 米田　日出夫 090-0838 北見市西三輪７丁目７０５－１７ 0157-36-4932 〃

191 道木連バイオマス第 191 号 高山林業 高山　道興 099-6132 紋別市小向２９６番地の１ 0158-27-2218 〃

192 道木連バイオマス第 192 号 株式会社丹野木材 代表取締役 丹野　拓也 099-6322 紋別郡湧別町北浜村三区513番地の15 01586-2-4225 〃

193 道木連バイオマス第 193 号 マルワ渡辺木材有限会社 代表取締役 渡辺　茂雄 078-8358 旭川市東光１８条９丁目２番２０号 0166-34-3221 平成26年6月24日

194 道木連バイオマス第 194 号 田家木材株式会社阿寒工場 代表取締役 田家　元明 085-0217 釧路市阿寒町北町２丁目２７番１ 0154-65-6421 〃

195 道木連バイオマス第 195 号 住友林業株式会社 資源環境本部 山林部 紋別山林事業所 所長 堀　　隆博 099-5171 紋別市渚滑町９丁目１１番 0158-24-4131 〃

196 道木連バイオマス第 196 号 白神林業有限会社 代表取締役 白神　弘史 048-0101 寿都郡黒松内町字黒松内329番地 0136-72-3238 平成26年7月23日

197 道木連バイオマス第 197 号 矢田木材株式会社 代表取締役 矢田　富明 079-1371 芦別市上芦別町517番地11 0124-22-8797 〃

198 道木連バイオマス第 198 号 士幌貨物株式会社 代表取締役 小俣　真利 080-0111 河東郡音更町木野大通東８丁目６番地３４ 0155-31-3882 〃

199 道木連バイオマス第 199 号 有限会社金子産業 代表取締役 笠原　　鎮 089-0551 中川郡幕別町札内泉町７９番地の１６ 0155-56-7900 平成26年8月21日

200 道木連バイオマス第 200 号 帯廣木材工業株式会社 代表取締役 加納　勝弘 089-1182 帯広市川西町西４線７４番地 0155-59-2121 〃

201 道木連バイオマス第 201 号 紋別林産加工協同組合 代表理事 保村　幸二 094-0023 紋別市元紋別２２９番地の３ 0158-24-3237 〃

202 道木連バイオマス第 202 号 有限会社髙原重機 代表取締役 髙原　隆一 088-0321 白糠郡白糠町西１条北１丁目１番地２７ 01547-2-2623 〃

203 道木連バイオマス第 203 号 有限会社石川組 代表取締役社長 横井　政美 099-0206 紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町５番地の１ 0158-47-2411 〃

204 道木連バイオマス第 204 号 株式会社小畑造材 代表取締役 小畑　安則 093-0731 紋別郡湧別町芭露３８５番地の３ 01586-6-2033 〃

205 道木連バイオマス第 205 号 有限会社黒田重機 取締役社長 黒田　修一 068-0353 夕張郡栗山町字継立２８番地の７９ 0123-75-2457 〃

206 道木連バイオマス第 206 号 山栄産業株式会社 代表取締役 中嶋　幹樹 098-5713 枝幸郡浜頓別町北３条４丁目４番地 01634-8-7800 〃

207 道木連バイオマス第 207 号 有限会社早坂林業 代表取締役 早坂　徳義 099-0621 紋別郡遠軽町生田原水穂３３７番地２ 0158-46-2140 平成26年10月23日

208 道木連バイオマス第 208 号 岡崎林業有限会社 代表取締役 岡崎　利男 098-5441 枝幸郡枝幸町歌登志美宇丹３７７１－４ 0163-64-1160 〃

209 道木連バイオマス第 209 号 有限会社北野産業 代表取締役 菊池　資英 092-0235 網走郡津別町幸町６１番地 0152-76-2096 〃

210 道木連バイオマス第 210 号 今林業 代表 今　善治 098-1702 紋別郡雄武町雄武１２８３－１ 0158-84-3176 〃
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211 道木連バイオマス第 211 号 有限会社瀨上製材所 代表取締役 瀨上　晃彦 089-0563 中川郡幕別町字千住４２番６ 0155-56-7000 平成26年12月12日

212 道木連バイオマス第 212 号 柴田組 代表 柴田　　正 086-1107 標津郡中標津町西７条南２丁目１番地 090-2055-9367 〃

213 道木連バイオマス第 213 号 エスケイ興業株式会社 代表取締役 佐藤　一男 099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目44番20号 0152-62-2400 〃

214 道木連バイオマス第 214 号 株式会社ウッドクリエイト 代表取締役社長 小野寺　裕美 004-0847 札幌市清田区清田７条１丁目８番３４号 011-882-5901 〃

215 道木連バイオマス第 215 号 有限会社丹羽林業 代表取締役 丹羽　裕文 059-1753 勇払郡厚真町字豊丘２６９番地の８ 0145-28-3131 〃

216 道木連バイオマス第 216 号 株式会社横山興林 代表取締役 安藤　不二男 099-0342 紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町４６番地 0158-44-2026 平成27年2月23日

217 道木連バイオマス第 217 号 平尾木材 代表 平尾　暢浩 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３０番地 01564-2-3717 〃

218 道木連バイオマス第 218 号 株式会社大泉 代表取締役 大泉　　治 080-0317 河東郡音更町緑陽台仲区１番地３ 0155-31-7737 〃

219 道木連バイオマス第 219 号 三菱マテリアル株式会社　人事・総務本部総務部総務室森林グループ 総務部長 横山　隆史 060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目２番２札幌センタービル１５階 011-252-3811 〃

220 道木連バイオマス第 220 号 株式会社吉岡建設 代表取締役 鷹嘴　充子 079-2404 空知郡南富良野町字幾寅市街地 0167-39-7788 〃

221 道木連バイオマス第 221 号 株式会社菅原通商 錦岡工場 代表取締役 菅原　正浩 059-1275 苫小牧市錦岡５７４－１０ 0144-67-6433 〃

222 道木連バイオマス第 222 号 雄別林業株式会社 代表取締役 中川　範章 088-0626 釧路郡釧路町桂５丁目４番地２ 0154-36-4181 〃

223 道木連バイオマス第 223 号 有限会社北雄産業 取締役 沼田　芳光 090-0838 北見市西三輪3丁目737番地38 0157-36-0878 平成27年4月20日

224 道木連バイオマス第 224 号 有限会社共同木材土木 代表取締役 米谷　明義 043-1115 桧山郡厚沢部町松園１３番地の４ 0139-64-3732 〃

225 道木連バイオマス第 225 号 紋別木材協同組合 理事長 佐藤　教誘 094-0015 紋別市花園町２丁目２－１ 0158-23-2443 〃

226 道木連バイオマス第 226 号 有限会社七尾重機 代表取締役 工藤　真也 054-0211 勇払郡むかわ町穂別６２番地２ 0145-45-2510 〃

227 道木連バイオマス第 227 号 株式会社向陽 代表取締役 工藤　幸三 054-0211 勇払郡むかわ町穂別２８９番地２１ 0145-45-3428 〃

228 道木連バイオマス第 228 号 十勝製材移出協同組合 代表理事 赤堀　幸英 089-1182 帯広市川西町西４線７２番地 0155-59-2272 〃

229 道木連バイオマス第 229 号 株式会社コマバ 代表取締役 赤堀　幸英 080-0566 河東郡音更町駒場南２条通２番地 0155-44-2007 〃

230 道木連バイオマス第 230 号 有限会社豚珍亭 代表取締役 関谷　哲博 099-3244 網走郡大空町東藻琴３４４番地３８ 0152-66-2239 〃

231 道木連バイオマス第 231 号 株式会社北豊商建 代表取締役 小西　良美 068-1213 岩見沢市北村赤川５８６番地５４ 0126-55-3223 〃

232 道木連バイオマス第 232 号 ＳＢフォレスト
知内町森林組合
代表理事組合長

森廣　武美 049-1103 上磯郡知内町字重内２１番地１ 01392-5-6031 〃

233 道木連バイオマス第 233 号 成田産業株式会社 代表取締役 成田　政幸 055-0411 沙流郡平取町振内町３７番地６ 01457-3-7920 平成27年6月24日

234 道木連バイオマス第 234 号 ウッドチップス協同組合 理事長 髙橋　義久 078-1773 上川郡上川町字日東２７９番地１ 01658-2-1997 〃

235 道木連バイオマス第 235 号 株式会社田湯産業 代表取締役 田湯　勝義 056-0026 日高郡新ひだか町静内末広町3丁目4番22号 0146-42-1440 平成27年8月28日

236 道木連バイオマス第 236 号 平成30年3月31日付　登録抹消

237 道木連バイオマス第 237 号 株式会社津田組 代表取締役 津田　一彦 057-0002 浦河郡浦河町字西幌別２７３－１１ 0146-28-1128 平成27年8月28日

238 道木連バイオマス第 238 号 株式会社北成中林 代表取締役社長 江崎　亮 065-0021 札幌市東区北21条東18丁目2番28号 011-788-3330 〃

239 道木連バイオマス第 239 号 有限会社浅野産業 代表取締役 浅野　　保 098-6564 稚内市大字声問字川西２２０４番地 0162-74-2700 〃

240 道木連バイオマス第 240 号 南茅部林産協同組合 理事長 小林　市男 041-0806 函館市美原１丁目３番５号 0138-42-4040 平成27年9月16日
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241 道木連バイオマス第 241 号 蛾眉野林産協同組合 代表理事 大谷　文彦 042-0901 函館市蛾眉野町４４番地 0138-58-2407 平成27年10月21日

242 道木連バイオマス第 242 号 有限会社光商事　三石本桐土場 代表取締役 田中　智也 059-3231 日高郡新ひだか町三石本桐40-1・40-2・44・44-4・45-1・48-1 0146-34-2253 〃

243 道木連バイオマス第 243 号 北空知木材工業株式会社　音江工場 取締役社長 森田　豊壽 074-1273 深川市音江町字音江１番地１ 0164-25-1315 〃

244 道木連バイオマス第 244 号 オホーツクバイオエナジー株式会社枝幸工場 代表取締役 長谷川　香織 098-5814 枝幸郡枝幸町岬町９６４番１ 0158-23-1191 〃

245 道木連バイオマス第 245 号 石井木材株式会社 代表取締役 石井　寿宏 049-2141 茅部郡森町字駒ヶ岳８５番地１ 01374-5-2701 〃

246 道木連バイオマス第 246 号 三基開発株式会社　南幌リサイクル工場 代表取締役 東井　基光 069-0215 空知郡南幌町南１５線西２３番地 011-378-2261 〃

247 道木連バイオマス第 247 号 空知単板工業株式会社 代表取締役 松尾　和俊 079-1286 赤平市平岸西町３丁目１２番地 0125-38-8001 〃

248 道木連バイオマス第 248 号 有限会社丸北運送 代表取締役 阿部　富士夫 086-1148 標津郡中標津町緑ヶ丘８番地５２ 0153-73-4511 〃

249 道木連バイオマス第 249 号 株式会社ハルキ 代表取締役 春木　真一 049-2306 茅部郡森町字姫川１１－１３ 01374-2-5057 〃

250 道木連バイオマス第 250 号 平成30年3月31日付　登録抹消

251 道木連バイオマス第 251 号 有限会社ニシモク 代表取締役 西川　敏郎 049-1522 松前郡松前町字大沢４８８ 0139-42-5302 平成27年12月17日

252 道木連バイオマス第 252 号 木下木材工業株式会社女満別工場 取締役社長 木下　研一 099-2361 網走郡大空町女満別湖南２５９－１ 0152-74-2308 〃

253 道木連バイオマス第 253 号 株式会社Ｈ＆M 代表取締役 近藤　俊人 098-0111 上川郡和寒町字三笠９９番地 0165-32-2042 〃

254 道木連バイオマス第 254 号 木村造園　木材部 木村　文隆 059-1365 苫小牧市植苗２３２番４号 0144-58-3031 〃

255 道木連バイオマス第 255 号 岸本木材株式会社 代表取締役 岸本　恵一 049-1106 上磯郡知内町字元町３０４－２ 01392-5-5305 〃

256 道木連バイオマス第 256 号 有限会社内田木材 取締役 内田　則幸 071-0742 空知郡中富良野町字中富良野1593番51 0167-44-2897 平成28年2月29日

257 道木連バイオマス第 257 号 有限会社久保木材 代表取締役 久保　拓哉 071-0551 空知郡上富良野町本町３丁目１番７号 0167-45-3307 〃

258 道木連バイオマス第 258 号 佐藤木材工業株式会社 遠軽営業所 代表取締役社長 佐藤　教誘 099-0701 紋別郡遠軽町生田原１６１番２ 0158-46-3227 〃

259 道木連バイオマス第 259 号 株式会社山口木材店 代表取締役 山口　耐一 087-0011 根室市弁天町２丁目２７番地 0153-23-3191 〃

260 道木連バイオマス第 260 号 藤田林業株式会社 代表取締役 藤田　大輔 054-0141 勇払郡むかわ町穂別栄２３－５ 0145-44-5555 〃

261 道木連バイオマス第 261 号 渡島森づくり事業協同組合 代表理事 大谷　文彦 042-0901 函館市蛾眉野町44番地 0138-58-2407 平成28年4月26日

262 道木連バイオマス第 262 号 株式会社ＴＯＰ  ＦＯＲＥＳＴ 代表取締役 小野寺　万里 075-0018 芦別市常磐町739番地16 0124-23-3700 〃

263 道木連バイオマス第 263 号 有限会社今井林業 代表取締役 今井　徳男 078-1652 上川郡愛別町字中央195-5 01658-8-1414 〃

264 道木連バイオマス第 264 号 有限会社ドガイド 代表取締役 道垣内　義幸 076-0054 富良野市春日町１５番地５２号 0167-23-2592 〃

265 道木連バイオマス第 265 号 株式会社高田建設 代表取締役 高田　浩美 041-1225 北斗市文月１２３番地 0138-77-6741 〃

266 道木連バイオマス第 266 号 株式会社ニチモク林産北海道　滝上工場 代表取締役社長 中村　善富 099-5541 紋別郡滝上町濁川中央 0158-29-2337 〃

267 道木連バイオマス第 267 号 株式会社細畑林業 代表取締役 細畑　利典 043-1351 檜山郡厚沢部町館町５番地 0139-66-2010 〃

268 道木連バイオマス第 268 号 道東産業株式会社　川北土場 代表取締役社長 早川　弘三 086-1451 標津郡標津町字川北2198番地 0153-82-3074 〃

269 道木連バイオマス第 269 号 株式会社下川部工業 代表取締役 下川部洋伸 043-1116 檜山郡厚沢部町上の山33 0139-67-2022 〃

270 道木連バイオマス第 270 号 ルベシベ木材工業株式会社　第一工場 代表取締役 谷嶋　宏之 091-0025 北見市留辺蘂町旭北３６番地2 0157-57-3032 〃
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271 道木連バイオマス第 271 号 ルベシベ木材工業株式会社 代表取締役 谷嶋　宏之 091-0025 北見市留辺蘂町旭北３６番地2 0157-57-3032 平成28年4月26日

272 道木連バイオマス第 272 号 美幌貨物自動車株式会社 高野産業廃棄物処分場 代表取締役 田村　博昭 092-0001 網走郡美幌町高野191-23 0152-73-5388 〃

273 道木連バイオマス第 273 号 有限会社稚内グリーンファクトリー 代表取締役 渡辺　義範 098-6644 稚内市大字宗谷村字増幌1086番地 0162-26-2641 〃

274 道木連バイオマス第 274 号 摩周木材工業株式会社 代表取締役 神　一美 088-3212 川上郡弟子屈町泉２丁目５番１７号 015-482-1080 平成28年6月29日

275 道木連バイオマス第 275 号 株式会社Dearハピネス 代表取締役 髙嶋　啓太 079-8442 旭川市流通団地２条３丁目２５番地 0166-76-1990 〃

276 道木連バイオマス第 276 号 有限会社丸重清川　木材チップ工場 代表取締役 清川　尚志 054-0363 勇払郡むかわ町穂別平丘64番地11 0145-46-6200 平成28年8月30日

277 道木連バイオマス第 277 号 株式会社アトム商事　平取工場 代表取締役 木村　裕美 003-0861 札幌市白石区川下１条6丁目1番35号 011-879-6627 〃

278 道木連バイオマス第 278 号 宮川木材 代表 宮川　進 080-0027 帯広市西17条南4丁目15-19 090-2695-4730 〃

279 道木連バイオマス第 279 号 苫小牧バイオマス発電株式会社 代表取締役社長 岡田　　真 059-1374 苫小牧市晴海町４０－４ 0144-53-0111 平成28年10月25日

280 道木連バイオマス第 280 号 株式会社中村建材 代表取締役社長 中村　孝幸 049-0431 上磯郡木古内町字木古内12-2 01392-2-4141 平成28年12月21日

281 道木連バイオマス第 281 号 有限会社外山造園 代表取締役 外山　正幸 049-2323 茅部郡森町字鳥崎町199-4 01374-2-4480 〃

282 道木連バイオマス第 282 号 菊地造材株式会社 代表取締役 菊地　義夫 049-5602 虻田郡洞爺湖町泉70-11 0123-76-7785 〃

283 道木連バイオマス第 283 号 玉田産業株式会社 代表取締役 玉田　尚久 068-0024 岩見沢市４条西１５丁目３番地 0126-25-3333 〃

284 道木連バイオマス第 284 号 有限会社大沼林産 代表取締役 白石　洋満 041-1354 亀田郡七飯町字大沼町557-1 0138-67-2023 平成29年2月24日

285 道木連バイオマス第 285 号 園辺工業株式会社 代表取締役 園辺　國男 094-0021 紋別市大山町２丁目２１番地の１ 0158-27-5557 〃

286 道木連バイオマス第 286 号 株式会社しょうけい林業 代表取締役 田中　正行 079-0313 空知郡奈井江町字奈井江町209番地30 0125-74-5138 〃

287 道木連バイオマス第 287 号 成田重機工業株式会社 代表取締役 成田　正広 071-8141 旭川市春光台１条4丁目8番7号 0166-85-6839 平成29年4月25日

288 道木連バイオマス第 288 号 株式会社環境ドクターコンサルタンツ北斗事業所 代表取締役 許　仁成 041-1201 北斗市本町５丁目２４－１９ 0138-77-7155 〃

289 道木連バイオマス第 289 号 株式会社KING関川 代表取締役 関川　弘輝 094-0007 紋別市落石町３丁目28番地28 0158-23-6981 〃

290 道木連バイオマス第 290 号 有限会社アンドウ緑化 代表取締役 安藤　義幸 089-5634 十勝郡浦幌町字帯富113番地４ 090-8425-2974 〃

291 道木連バイオマス第 291 号 藤原林業 藤原　茂 088-0344　 白糠郡白糠町上茶路基線１６番地 01547-2-7666 〃

292 道木連バイオマス第 292 号 三国林業株式会社 代表取締役 三国　新平 049-0626 檜山郡上ノ国町字桂岡５２４ 0139-55-2168 〃

293 道木連バイオマス第 293 号 株式会社みどり 代表取締役 西出　直司 071-0204 上川郡美瑛町大町１丁目６番６号 080-8297-5702 〃

294 道木連バイオマス第 294 号 西出木材有限会社 代表取締役 西出　光宏 071-0205 上川郡美瑛町栄町１丁目８番２２号 0166-92-2167 〃

295 道木連バイオマス第 295 号 株式会社佐竹木工場 代表取締役 楠瀬　博久 093-0732 紋別郡湧別町上芭露468番地１ 0158-67-2311 〃

296 道木連バイオマス第 296 号 坂井産業 代表 坂井　正人 088-2682 標津郡中標津町計根別本通西4丁目4番地１ 0153-78-2610 平成29年6月26日

297 道木連バイオマス第 297 号 令和2年3月31日付　登録抹消

298 道木連バイオマス第 298 号 株式会社山新 代表取締役 外山　三男 049-3103 二海郡八雲町豊河町4-16 0137-63-3206 平成29年6月26日

299 道木連バイオマス第 299 号 大正林業 大粒来　正美 054-0021 勇払郡むかわ町大原2-14-3大原仮設団地5-2 0165-22-4084 〃

300 道木連バイオマス第 300 号 厚沢部林産工業株式会社 代表取締役 鈴木　祥司 043-1237 檜山郡厚沢部町鶉町255番地 0139-65-6221 〃
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301 道木連バイオマス第 301 号 株式会社アルバトロス 代表取締役 渡辺　義博 078-8232 旭川市豊岡2条5丁目6番22号 0166-33-0022 平成29年6月26日

302 道木連バイオマス第 302 号 阿部林業 代表 阿部　　隆 077-0042 留萌市開運町１丁目２番１５号 0164-43-5435 平成29年8月29日

303 道木連バイオマス第 303 号 有限会社王林 代表取締役 大井　道雄 088-0573 白糠郡白糠町西庶路東２条北４丁目1-8 01547-5-3522 〃

304 道木連バイオマス第 304 号 有限会社イシグロ 代表取締役 石黒　栄治 087-0025 根室市西浜町1丁目139番地14 0153-29-4113 平成29年10月27日

305 道木連バイオマス第 305 号 有限会社川上木材 代表取締役 川上　　司 055-0411 沙流郡平取町振内町27番地21 01457-3-3140 〃

306 道木連バイオマス第 306 号 有限会社川奈野木材 代表取締役 川奈野　敏文 055-0325 沙流郡平取町字長知内56番地2 01457-2-4173 〃

307 道木連バイオマス第 307 号 佐土林　佐藤成一 代表 佐藤　成一 092-0032 網走郡美幌町字西１条南2丁目15-3 0152-72-4471 〃

308 道木連バイオマス第 308 号 株式会社WIND-SMILE網走バイオマス発電所 代表取締役 福留　修蔵 093-0131 網走市能取港町4-2 0152-67-7366 〃

309 道木連バイオマス第 309 号 有限会社ヤマキ伊藤林業 代表取締役 舘　薫累美 042-0903 函館市東畑町173番地の10 0138-58-4362 〃

310 道木連バイオマス第 310 号 株式会社髙橋重機 代表取締役 髙橋　仁士 079-2201 勇払郡占冠村字中央140番地7 0167-56-2230 〃

311 道木連バイオマス第 311 号 下川運輸株式会社 代表取締役 川島　大助 098-1204 上川郡下川町南町123番地 01655-4-2531 平成30年2月22日

312 道木連バイオマス第 312 号 越智重機林業 越智　一博 098-1204 上川郡下川町南町38番地6 01655-4-3535 〃

313 道木連バイオマス第 313 号 とびたつ造林合資会社 飛田　辰大 089-5603 十勝郡浦幌町字本町35番地 015-576-2003 〃

314 道木連バイオマス第 314 号 株式会社小橋建設 代表取締役 小橋　京子 059-1302 苫小牧市拓勇西町7丁目7番10号 0144-55-5382 平成30年4月23日

315 道木連バイオマス第 315 号 有限会社日影舘建設 代表取締役社長 日影舘　壽藏 049-2305 茅部郡森町常盤町140-3 01374-2-1020 〃

316 道木連バイオマス第 316 号 赤坂林業株式会社 代表取締役 赤坂　秀明 041-1623 函館市双見町50番地2 0138-25-5289 〃

317 道木連バイオマス第 317 号 有限会社山本重機 代表取締役 山本　初男 078-4105 苫前郡羽幌町南5条4丁目11番地の2 0164-62-4497 〃

318 道木連バイオマス第 318 号 令和2年10月31日付　登録抹消

319 道木連バイオマス第 319 号 有限会社山本産業 代表取締役 山本　五十六 078-4421 苫前郡初山別村字初山別120番地の１ 0164-67-2111 平成30年6月28日

320 道木連バイオマス第 320 号 株式会社湧別林産 代表取締役 脇坂　敏夫 099-6411 紋別郡湧別町東37番地の2 01586-5-3621 〃

321 道木連バイオマス第 321 号 株式会社森総 代表取締役 森井　正則 079-2131 空知郡南富良野町字金山 0167-56-7651 〃

322 道木連バイオマス第 322 号 下川フォレストファミリー株式会社 代表取締役 夏野　俊一 098-1204 上川郡下川町南町141番地 01655-4-3544 〃

323 道木連バイオマス第 323 号 株式会社端場事業所 代表取締役 端場　力男 049-1102 上磯郡知内町字森越103-359 01392-5-5733 〃

324 道木連バイオマス第 324 号 株式会社神戸物産　白糠バイオマス発電所 代表取締役 沼田　博和 088-0569 白糠郡白糠町工業団地3丁目3番地１ 01547-6-0200 〃

325 道木連バイオマス第 325 号 株式会社北斗林業 代表取締役 田島　義勝 049-0142 北斗市昭和１丁目１番５号 0138-73-0118 平成30年8月31日

326 道木連バイオマス第 326 号 株式会社ハピネスＷＯＯＤ 代表取締役 髙嶋　啓太 079-8442 旭川市流通団地２条３丁目２５番地 0166-76-4880 〃

327 道木連バイオマス第 327 号 株式会社山内産業美登位土場 代表取締役 山内　秀晃 061-3368 石狩市美登位６８２ 0133-25-2225 〃

328 道木連バイオマス第 328 号 株式会社URBAN  IMAGE 代表取締役 髙橋　亮 060-0042 札幌市中央区大通西9丁目1-1ｷﾀﾕｰ大通公園ビル９F 011-596-8691 〃

329 道木連バイオマス第 329 号 合同会社南桧山林業 代表社員 高見　周一 043-0017 檜山郡江差町字水堀町２２番地 0139-52-1688 〃

330 道木連バイオマス第 330 号 Ｋエナジー株式会社 代表取締役 坂井　勇人 086-1005 標津郡中標津町東５条南７丁目５番地 0153-72-4627 〃
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331 道木連バイオマス第 331 号 三和博粋株式会社 代表取締役 小山石　博幸 084-0905 釧路市鳥取南8丁目7番13号 0154-64-5071 平成30年10月26日

332 道木連バイオマス第 332 号 王子フォレストリー株式会社富川出張所雄武土場 所長 蜜石　数彦 098-1706 紋別郡雄武町字中雄武271-1 01456-2-0261 〃

333 道木連バイオマス第 333 号 相沼産業株式会社 代表取締役 赤石　成人 043-0332 二海郡八雲町熊石相沼町419番地 01398-3-8504 〃

334 道木連バイオマス第 334 号 落田林産株式会社 代表取締役 落田　義幸 078-3301 留萌郡小平町字小平町375-189 0164-56-2280 〃

335 道木連バイオマス第 335 号 株式会社リテック　紋別廃棄物総合処理センター 代表取締役 加藤　公之 094-0023 紋別市元紋別421番地 0158-24-1166 〃

336 道木連バイオマス第 336 号 株式会社ティー・ワイ更別北中間処理場 代表取締役 山内　俊男 089-1500 河西郡更別村字更別東11線228番地 0155-52-3528 〃

337 道木連バイオマス第 337 号 株式会社ケイセイ中標津出張所 所長 田村　浩一 086-1148 標津郡中標津町緑ヶ丘7番地12 0153-72-3258 平成30年12月26日

338 道木連バイオマス第 338 号 株式会社ナカジマ 代表取締役 中島　輝茂 054-0211 勇払郡むかわ町穂別29番地23 0145-45-2130 〃

339 道木連バイオマス第 339 号 有限会社前田一歩園林業 代表取締役 秦　弘康 085-0467 釧路市阿寒町阿寒湖温泉４丁目10-1 0154-67-3290 〃

340 道木連バイオマス第 340 号 北洋木材工業株式会社 代表取締役 関田　琇一 099-0871 北見市相内町42番地 0157-37-2131 〃

341 道木連バイオマス第 341 号 函館北斗王子林産株式会社 代表取締役社長 三浦　　務 041-1244 北斗市村山165番地 0138-83-2526 〃

342 道木連バイオマス第 342 号 株式会社山勝林業 代表取締役 高野　勝紀 043-1115 檜山郡厚沢部町松園町7番地8 0139-64-3853 〃

343 道木連バイオマス第 343 号 土井木材株式会社尾幌製材工場 代表取締役社長 土井　茂人 088-0871 厚岸郡厚岸町尾幌10 0154-37-3322 〃

344 道木連バイオマス第 344 号 有限会社八起　資源リサイクルセンター 代表取締役 永井　正人 061-3271 小樽市銭函4丁目161-6 0133-76-2151 平成31年2月27日

345 道木連バイオマス第 345 号 山優サトキタ有限会社 取締役 佐藤　豊 090-2103 北見市端野町三区585番地1 0157-57-1235 〃

346 道木連バイオマス第 346 号 有限会社上松産業 代表取締役社長 上松　直美 096-0054 名寄市東４条北４丁目7番地2 01654-9-4003 〃

347 道木連バイオマス第 347 号 北海道バイオマスエネルギー株式会社　下川工場 代表取締役 山﨑　啓司 098-1205 上川郡下川町西町958番地1 080-6862-9518 平成31年4月22日

348 道木連バイオマス第 348 号 平緒重機リース 平緒　吉廣 080-0351 河東郡音更町字然別北5線西27番地15 0155-31-3705 〃

349 道木連バイオマス第 349 号 岡崎木材有限会社 代表取締役 岡崎　眞也 089-3334 中川郡本別町北5丁目7-23 0156-22-2593 〃

350 道木連バイオマス第 350 号 株式会社大森組 代表取締役 大森　真太郎 049-0422 上磯郡木古内町字本町83番地 01392-2-2600 〃

351 道木連バイオマス第 351 号 有限会社青山総合企画 代表取締役 青山　勝 041-0811 函館市富岡町1丁目40番6号 0138-40-6491 〃

352 道木連バイオマス第 352 号 株式会社山内産業　豊幌土場 代表取締役 山内　秀晃 067-0021 江別市豊幌8番地 0133-25-2225 〃

353 道木連バイオマス第 353 号 北十勝日通運輸株式会社　本別町土場 代表取締役 井上　好春 089-3663 中川郡本別町仙美里86-3 0156-25-2541 〃

354 道木連バイオマス第 354 号 岡本林業株式会社 代表取締役 岡本　常徳 090-0837 北見市中央三輪６丁目434番地20 0157-33-3505 〃

355 道木連バイオマス第 355 号 株式会社Ｋ.forestry 代表取締役 小林　悠 088-3211 川上郡弟子屈町中央２丁目７番２号 015-482-3224 令和1年6月28日

356 道木連バイオマス第 356 号 株式会社フォレスト産業 代表取締役 渡辺　義博 098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別１８－９９ 0163-64-7251 〃

357 道木連バイオマス第 357 号 株式会社山丁林業 代表取締役 澤村　敏雄 042-0944 函館市金堀町８番１４号 0138-54-1111 〃

358 道木連バイオマス第 358 号 有限会社後藤組 代表取締役 後藤　　昇 089-3705 足寄郡足寄町北5条1丁目2番地 0156-25-2091 〃

359 道木連バイオマス第 359 号 佐野産業株式会社 代表取締役 佐野　大祐 089-3706 足寄郡足寄町北６条１丁目３９番地 0156-25-7332 〃

360 道木連バイオマス第 360 号 安岡建設工業株式会社 代表取締役 安岡　　恵 049-1221 上磯郡知内町湯ノ里３１２ 0139-47-3344 〃
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361 道木連バイオマス第 361 号 宮口産業株式会社 代表取締役 中島　正博 089-3736 足寄郡足寄町鷲府３５３番地の６ 0156-29-8057 令和1年6月28日

362 道木連バイオマス第 362 号 物林株式会社　帯広事務所 国産材営業部長 中村　雅則 080-0032 帯広市西２条北2丁目17-1 0155-67-0480 令和1年8月30日

363 道木連バイオマス第 363 号 株式会社北海道双進　北斗事業所 代表取締役 江端　克弘 085-0053 釧路市豊川町22番15号 0154-22-5525 〃

364 道木連バイオマス第 364 号 有限会社木浪産業 代表取締役 木浪　謙一 088-0627 釧路郡釧路町東陽西1丁目26番地14 0154-40-2379 〃

365 道木連バイオマス第 365 号 有限会社横内物産 代表取締役 横内　裕二 080-1408 河東郡上士幌町字上士幌東1線230番地35 01564-2-3478 〃

366 道木連バイオマス第 366 号 株式会社杉野商事 代表取締役 杉野　精一 049-0564 檜山郡上ノ国町字早瀬299番地 0139-55-4661 〃

367 道木連バイオマス第 367 号 株式会社山内産業　長沼土場 代表取締役 山内　秀晃 069-1483 夕張郡長沼町西１３線南６ 0133-25-2225 令和1年10月30日

368 道木連バイオマス第 368 号 恒樹繁株式会社 代表取締役 小林　茂樹 059-1501 勇払郡安平町早来大町46-1 0145-22-2460 〃

369 道木連バイオマス第 369 号 株式会社山内産業　妹背牛土場 代表取締役 山内　秀晃 079-0500 雨竜郡妹背牛町字大鳳、メム 0133-25-2225 〃

370 道木連バイオマス第 370 号 有限会社飴谷林業 代表取締役 飴谷　元博 043-1104 檜山郡厚沢部町上里71番地1 0139-64-3212 〃

371 道木連バイオマス第 371 号
株式会社山内産業　岩見沢市北村地区河川防災ステー
ション地先土場

代表取締役 山内　秀晃 068-1215 岩見沢市北村幌達布722-25 0133-25-2225 〃

372 道木連バイオマス第 372 号 有限会社江田林業 代表取締役 江田　定二 089-0602 中川郡幕別町旭町24番地18 0155-54-2244 令和1年12月19日

373 道木連バイオマス第 373 号 厚岸木材工業協同組合 代表理事 北川　修一 088-1120 厚岸郡厚岸町山の手２丁目22番地 0153-52-2633 〃

374 道木連バイオマス第 374 号 北海道木質バイオマス株式会社 代表取締役社長 赤城　　徹 061-3242 石狩市新港中央１丁目202番地　新港ビル２階１４号室 0133-77-7726 令和2年2月21日

375 道木連バイオマス第 375 号 森の灯り株式会社 代表取締役 三原　　昇 003-0012 札幌市白石区中央２条３丁目１番５３号　三晃ビル２Ｆ 011-374-5161 〃

376 道木連バイオマス第 376 号 株式会社タナカ　明治中間土場 代表取締役 田中　勝則 093-0085 網走市明治１７２番地、１０５番地 0152-44-4353 〃

377 道木連バイオマス第 377 号 株式会社角田産業 代表取締役 髙篠　孝介 061-1411 恵庭市恵南２４番地３３９ 0123-33-6055 〃

378 道木連バイオマス第 378 号 有限会社キムラ造園土木 代表取締役 木村　英彦 055-0101 沙流郡平取町二風谷44-12 01457-4-6070 〃

379 道木連バイオマス第 379 号 株式会社高野興業 代表取締役 高野　兆治 056-0002 日高郡新ひだか町静内神森2-1 090-5956-9349 〃

380 道木連バイオマス第 380 号 浅道山業株式会社 代表取締役 浅道　啓貴 055-0324 沙流郡平取町荷負７８－５ 01457-5-5022 令和2年4月21日

381 道木連バイオマス第 381 号 株式会社ＳＥＥＷＯＯＤ 代表取締役 四月朔日　佑弥 070-8014 旭川市神居４条18丁目1-14 080-1979-9000 〃

382 道木連バイオマス第 382 号
京葉プラントエンジニアリング株式会社　野崎土場並びに矢
不来土場

代表取締役社長 福本　英敏 049-0158
北斗市野崎115-1,116-1,117-1,145及び北斗市矢不来
265,267-1,267-2

047-314-5154 〃

383 道木連バイオマス第 383 号 株式会社美咲興業 代表取締役社長 山本　　勝 099-4141 斜里郡斜里町豊倉41 0152-23-5225 〃

384 道木連バイオマス第 384 号 有限会社東和 代表取締役 近藤　安幸 049-2562 二海郡八雲町落部15番地の1 0137-67-2285 〃

385 道木連バイオマス第 385 号 高橋林業 高橋　一夫 083-0001 中川郡池田町字旭町５丁目20 015-572-5169 令和2年6月23日

386 道木連バイオマス第 386 号 合同会社フォレスト 代表社員 杉野　秀規 049-0622 檜山郡上ノ国町北村260番地1 0139-55-3282 〃

387 道木連バイオマス第 387 号 株式会社岩澤総業 代表取締役 岩澤　一義 041-0843 函館市花園町19番25号 0138-51-0379 〃

388 道木連バイオマス第 388 号 株式会社札幌ウッド 代表取締役 小山　和俊 005-0832 札幌市南区北ノ沢1961番地60 011-215-0172 〃

389 道木連バイオマス第 389 号 株式会社浅道造材 代表者 浅道　徳行 059-1305 苫小牧市沼ノ端中央6丁目11-1 0144-82-8018 〃

390 道木連バイオマス第 390 号 カネ美産業株式会社 代表取締役 金　　重美 088-2157 釧路郡釧路町わらび１丁目１番 0154-65-7057 令和2年6月23日
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391 道木連バイオマス第 391 号 石山　弘三 石山　弘三 041-0808 函館市桔梗２丁目7-11 0138-47-8450 令和2年6月28日

392 道木連バイオマス第 392 号 株式会社北緑芝建　増幌土場 代表取締役 矢野　元気 098-6644 稚内市大字宗谷村字増幌８ 0162-34-3129 〃

393 道木連バイオマス第 393 号 有限会社菊地木材 代表取締役 菊地　信男 098-1624 紋別郡興部町字宇津102番地 0158-82-3718 〃

394 道木連バイオマス第 394 号 株式会社山内産業あいの里土場 代表取締役 山内　秀晃 002-8074 札幌市北区あいの里４条９丁目１－１ 0133-25-2225 令和2年10月27日

395 道木連バイオマス第 395 号 株式会社山内産業　角山土場 代表取締役 山内　秀晃 067-0052 江別市角山578 0133-25-2225 〃

396 道木連バイオマス第 396 号 ニセコ環境株式会社　ニセコ環境琴平リサイクルセンター 代表取締役 古谷　和之 044-0066 虻田郡倶知安町字琴平４１６ 0136-21-2721 〃

397 道木連バイオマス第 397 号 株式会社キョウドウ 代表取締役 六角　英一 061-3776 石狩郡当別町太美町１４８０－１５ 0133-27-7120 〃

398 道木連バイオマス第 398 号 八田林業 八田　忠善 055-0411 沙流郡平取町振内町２７－３８ 01457-3-3165 〃

399 道木連バイオマス第 399 号 株式会社大前技建工業 代表取締役社長 大前　　忍 088-0332 白糠郡白糠町東２条北８丁目１番地４ 01547-2-2567 〃

400 道木連バイオマス第 400 号 史春林業 代表 菅野　知之 089-2627 広尾郡広尾町丸山通北1丁目16番地 01558-8-7317 〃

401 道木連バイオマス第 401 号 野村木材工業株式会社 代表取締役 深谷　　崇 091-0023 北見市留辺蘂町旭中央３２番地 0157-42-2266 〃

402 道木連バイオマス第 402 号 八巻造林 八巻　吉明 099-0877 北見市柏木１８７－３ 0157-36-5644 〃

403 道木連バイオマス第 403 号 有限会社瀬口農産 代表 瀬口　俊行 099-1366 常呂郡置戸町川南３８ 0157-55-2555 〃

404 道木連バイオマス第 404 号 株式会社緑成 代表取締役 増田　　治 081-0155 上川郡新得町字屈足幸町３丁目７ 0156-65-2561 令和2年12月22日

405 道木連バイオマス第 405 号 有限会社佐々木林業 代表取締役 佐々木　勇一 089-4300 足寄郡陸別町字陸別基線３０８番地の１ 0156-27-2107 〃

406 道木連バイオマス第 406 号 道北沿岸貨物自動車株式会社 代表取締役 金子　芳雄 078-4119 苫前郡羽幌町北町１５番地の２ 0164-62-2353 〃


