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製材等ＪＡＳ認定工場名簿
工場
県名

認定区分-番号
認定日 会社名・工場名 所在地 ＴＥＬ.

ＦＡＸ. 認定の区分

岐阜県 JLIRA-A-032
H21.2.27

矢橋林業株式会社
木材事業部　昼飯工場

本社 503-2213　岐阜県大垣市
赤坂町226

0584-71-0820
0584-71-1476 構造用製材、

下地用製材
工場 503-2216　岐阜県大垣市

昼飯町264-1
0584-91-3366
0584-91-0824

岐阜県 JLIRA-A-033
H21.2.27

太平ハウジング株式会社
可児工場

本社 509-0232　岐阜県可児市
ニ野1979番地の1

0574-62-1923
0574-62-6203 人工乾燥枠組壁工法構造用

製材
工場 509-0232　岐阜県可児市

ニ野1979番地の1
0574-62-1923
0574-62-6203

岐阜県 JLIRA-A-034
H21.2.27

株式会社丸七ヒダ川ウッド
製材工場

本社 509-0403　岐阜県加茂郡
七宗町中麻生781-3

0574-48-2135
0574-48-2231 人工乾燥構造用製材、

人工乾燥造作用製材
工場 509-0403　岐阜県加茂郡七宗町

中麻生781-3
0574-48-2135
0574-48-2231

岐阜県 JLIRA-A-061
H22.12.24

飛騨高山森林組合
新宮工場

本社 506-0102　岐阜県高山市
清見町三日町187番地1

0577-68-2221
0577-68-2222

構造用製材、
人工乾燥構造用製材、
機械等級区分構造用製材、
下地用製材工場 506-0035　岐阜県高山市

新宮町228番地1
0577-37-5018
0577-37-5024

岐阜県 JLIRA-B・36・01
H20.10.14

桑原木材株式会社
金山工場

本社 484-0894　愛知県犬山市
大字羽黒字八幡西一番地

0568-67-5111
0568-67-4770 構造用製材、

人工乾燥構造用製材、
人工乾燥造作用製材工場 509-1604　岐阜県下呂市

金山町東沓部3498－178
0576-35-2190
0576-35-2303

岐阜県 JLIRA-B・36・02
H20.10.14

東白川製材協同組合
製材工場

本社 509-1302　岐阜県加茂郡
東白川村神土2594-1

0574-78-2118
0574-78-3888

人工乾燥構造用製材
工場 509-1302　岐阜県加茂郡東白川村

神土2594-1
0574-78-2118
0574-78-3888

岐阜県 JLIRA-B・36・03
H21.2.27

高橋建設株式会社
製材工場

本社 501-0622　岐阜県揖斐郡揖斐川町
脛永1055

0585-22-1046
0585-22-6130

構造用製材
工場 501-0622　岐阜県揖斐郡揖斐川町

脛永1055
0585-22-1046
0585-22-6130

岐阜県 JLIRA-B・36・04
H21.2.27

山本産業株式会社
製材工場

本社 501-0501　岐阜県揖斐郡大野町
稲富1447-1

0585-32-2110
0585-35-2337 構造用製材、

造作用製材
工場 501-0501　岐阜県揖斐郡大野町

稲富1447-1
0585-32-2110
0585-35-2337

岐阜県 JLIRA-B・36・05
H21.2.27

共和木材工業株式会社
製材工場

本社 509-9232　岐阜県中津川市
坂下872番地の1

0573-75-2071
0573-75-3381 人工乾燥構造用製材、

人工乾燥造作用製材
工場 509-9232　岐阜県中津川市

坂下872番地の1
0573-75-2071
0573-75-3381

岐阜県 JLIRA-Ｂ・36・06
H21.2.27

有限会社森製材所
製材工場

本社 501-6318　岐阜県羽島市
上中町沖1670番地

058-398-3205
058-398-3212 構造用製材、

造作用製材
工場 501-6318　岐阜県羽島市

上中町沖1670番地
058-398-3205
058-398-3212

岐阜県 JLIRA-Ｂ・36・08
 H21.2.27

有限会社倉地製材所
製材工場

本社 509-2506　岐阜県下呂市
萩原町羽根408番地

0576-52-1876
0576-52-3580

構造用製材
工場 509-2506　岐阜県下呂市

萩原町羽根408番地
0576-52-1876
0576-52-3580

表中、認定区分　―　番号のＡは、自ら検査・格付を行う工場（Ａタイプ）。Ｂは、第三者に検査を委託し、その結果をうけて自ら格付を行う工場（Bタイプ）。

８．木材関連業者の紹介
１）ＪＡＳ認定工場（岐阜県産材取り扱い業者（県内外）、生産量等）
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製材等ＪＡＳ認定工場名簿
工場
県名

認定区分-番号
認定日 会社名・工場名 本社所在地 ＴＥＬ.

ＦＡＸ. 認定の区分

岐阜県 JLIRA-B・36・09
H21.2.27

伊藤林産有限会社
製材工場

本社 508-0421　岐阜県中津川市
加子母2868-1

0573-79-2201
0573-79-3224

構造用製材
工場 508-0421　岐阜県中津川市

加子母2868-1
0573-79-2201
0573-79-3224

岐阜県 JLIRA-B・36・10
H21.2.27

株式会社三和木
本社製材工場

本社 509-0214　岐阜県可児市
広見1995-1

0574-62-8885
0574-62-5900

構造用製材
工場 509-1111　岐阜県加茂郡白川町

切井1218-10
0574-73-1121
0574-73-1122

岐阜県 JLIRA-B・36・11
H21.2.27

恵那小径木加工協同組合
製材工場

本社 509-7122　岐阜県恵那市
武並町竹折328-239

0573-28-2175
0573-28-1610

人工乾燥構造用製材
工場 509-7122　岐阜県恵那市

武並町竹折328-239
0573-28-2175
0573-28-1610

岐阜県 JLIRA-B・36・12
H21.2.27

有限会社釜戸ソーミル
製材工場

本社 509-6472　岐阜県瑞浪市
釜戸町1990-1

0572-63-2068
0572-63-2444

人工乾燥構造用製材
工場 509-6472　岐阜県瑞浪市

釜戸町1990-1
0572-63-2068
0572-63-2444

岐阜県 JLIRA-B・36・13
H21.2.27

株式会社千田工業
製材工場

本社 509-1604　岐阜県下呂市
金山町東沓部3498-19

0576-35-2324
0576-35-2020

造作用製材
工場 509-1604　岐阜県下呂市

金山町東沓部3498-19
0576-35-2324
0576-35-2020

岐阜県 JLIRA-B・36・14
H21.2.27

有限会社マルワイ製材所
製材工場

本社 508-0421　岐阜県中津川市
加子母1890番地

0573-79-2195
0573-79-2689 構造用製材、

造作用製材
工場 508-0421　岐阜県中津川市

加子母1890番地
0573-79-2195
0573-79-2689

岐阜県 JLIRA-B・36・15
H21.2.27

交告製材株式会社
製材工場

本社 509-0108　岐阜県各務原市
須衛町7丁目93-1

0583-84-9328
0583-84-9328

人工乾燥構造用製材
工場 509-0108　岐阜県各務原市

須衛町7丁目93-1
0583-84-9328
0583-84-9328

岐阜県 JLIRA-B・36・17
H21.2.27

丸平建設株式会社
製材工場

本社 501-0501　岐阜県揖斐郡大野町
大字稲富2538番地の8

0585-34-2571
0585-34-2574

構造用製材、
人工乾燥構造用製材、
造作用製材、
人工乾燥造作用製材工場 501-0501　岐阜県揖斐郡大野町

大字稲富2538番地の8
0585-34-2571
0585-34-2574

岐阜県 JLIRA-B・36・18
H21.2.27

株式会社トーホー
製材工場

本社 509-1431　岐阜県加茂郡白川町
黒川1822

0574-77-2111
0574-77-2116

構造用製材、
人工乾燥構造用製材、
造作用製材、
人工乾燥造作用製材工場 509-1431　岐阜県加茂郡白川町

黒川1822
0574-77-2111
0574-77-2116

岐阜県 JLIRA-B・36・19
H21.3.31

兼八林産有限会社
製材工場

本社 508-0421　岐阜県中津川市
加子母2334番地

0573-79-2118
0573-79-3253

構造用製材
工場 508-0421　岐阜県中津川市

加子母2334番地
0573-79-2118
0573-79-3253

岐阜県 JLIRA-B・36・20
H21.6.5

本庄工業株式会社
郡上やまと製材工場

本社 500-8287　岐阜県岐阜市
北鶉2丁目16番地

058-271-6527
058-271-6817

構造用製材
工場 501-4607　岐阜県郡上市

大和町徳永678番地-1
0575-88-3192
0575-88-4581

表中、認定区分　―　番号のＡは、自ら検査・格付を行う工場（Ａタイプ）。Ｂは、第三者に検査を委託し、その結果をうけて自ら格付を行う工場（Bタイプ）。
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ぎふ性能表示材とは

　ぎふ性能表示材とは　ＪＡＳに準じ岐阜県が定めた含水率・ヤング係数・寸法などの測定・表示基準

をクリアした　ぎふ証明材です。（ぎふ証明材とは、合法的に伐採された岐阜県産材です）

また、ぎふ性能表示材は、岐阜県産スギ横架材スパン表と連動しており、長期優良住宅認定の際、スパ

ン表で断面決定された構造材として使用することができます。

ぎふ性能表示材を使用するメリット

ぎふ性能表示材の基準と規格

乾燥材を認証材としています

（天然乾燥・人工乾燥の区別なし）

　　　含水率 /表示方法

未仕上げ材

仕上げ材

　　15％以下 /GD-15
　　20％以下 /GD-20
　　25％以下 /GD-25
　　15％以下 /GSD-15
　　20％以下 /GSD-20

乾燥 ヤング係数 ヤング係数が E50 未満の場合は出荷しません

　　　基　準

　　5.9 以上　　7.8 未満
　　7.8 以上　　9.8 未満
　　9.8 以上　  11.8 未満

ぎふ性能表示材
表記方法 　　　曲げヤング係数　　　JAS 区分

　　GE-50

　　GE-70
　　GE-90
　　GE-110

　　3.9 以上　　5.9 未満 　　E-50

　　E-70
　　E-90
　　E-110

　

長期優良住宅
制度適応

岐阜県産材活用
補助金制度適応

地産地消という
考え方

merit

1
merit

2
merit

3

ぎふ性能表示材を使う 3 つのメリット

寸法規格 規格木材を中心に利用することで、供給側もストックしやすくなり安定供給されるようになります。

主要規格 準規格

105

120

150

105

120

150

150

180

180 210

240

240

240

270 300

300

330 360

360

木口の長辺（梁せい）

木
口
の
短
辺

２）ぎふ性能表示材
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ぎふ性能表示材認定工場名簿 （Ｈ23.10.20現在）

認定番号 事業者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ番号 認証指定
工場

（第１回目認定工場）

001 東濃ひのき製品流通（協） 509-1113 加茂郡白川町三川1539 0574-72-2577 0574-72-2677 ○

002 ㈱井上工務店 506-0818 高山市江名子町2715-1 0577-33-0568 0577-33-0144 ○

003 高橋建設㈱ 501-0622 揖斐郡揖斐川町脛永1055 0585-22-1046 0585-22-6130

004 桑原木材㈱金山工場 509-1604 下呂市金山町東沓部3498-178 0576-35-2190 0576-35-2303

005 ㈲倉地製材所 509-2506 下呂市萩原町羽根408 0576-52-1876 0576-52-3580

006 共和木材工業㈱ 509-9232 中津川市坂下872-1 0573-75-2071 0573-75-3381 ○

007 ㈱東海木材相互市場　大口工場 480-0121 愛知県丹羽郡大口町河北2-2 0587-95-1101 0587-95-1105 ○

008 交告製材㈱ 509-0108 各務原市須衛町7-93-1 058-384-9328 058-384-9328

009 飛騨高山森林組合　新宮工場 506-0162 高山市清見町187-1 0577-68-2221 0577-68-2222 ○

010 ㈱三和木 509-1111 加茂郡白川町切井1218-10 0574-73-1121 0574-73-1122

011 ㈱西村木材店　多気工場 515-1301 三重県多気郡多気町河田字東谷1343-1 0598-38-6363 0598-38-6377 ○

012 丸平建設㈱ 501-0501 揖斐郡大野町稲富2538-8 0585-34-2571 0585-34-2574 ○

（第２回目認定工場）

013 ㈲森製材所 501-6318 羽島市上中町1670 058-398-3205 058-398-3212

014 本庄工業㈱郡上やまと製材工場 501-4607 郡上市大和町徳永678-1 0575-88-3192 0575-88-4581

015 ㈲釜戸ソーミル製材工場 509-6472 瑞浪市釜戸町1990-1 0572-63-2068 0572-63-2444

016 斎藤木材㈲ 515-1303 三重県松阪市飯南町下仁柿551 0598-32-2196 0598-32-4445 ○

017 ㈱オオコーチ勢和工場 519-2212 三重県多気郡多気町色太950-1 0598-49-3100 0598-49-3510 ○

018 ㈱丸七ヒダ川ウッド製材工場 509-0403 加茂郡七宗町中麻生781-3 0574-48-2201 0574-48-2231

019 ㈱翠豊 509-1112 加茂郡白川町赤河358-1 0574-73-1458 0574-73-1963

020 南ひだウッド（協）ドライウッド工場 509-2506 下呂市萩原町羽根503-6 0576-52-4720 0576-52-4721 ○

021 浅野木材㈱ 503-0854 大垣市築捨町2-67 0584-89-4247 0584-89-7085

022 長良川ウッド（協） 501-5123 郡上市白鳥町中津屋1385-1 0575-83-0061 0575-83-0062

023 澤崎建設㈱ 501-5116 郡上市白鳥町為真330-1 0575-84-1221 0575-84-1817

024 岡崎木材工業㈱ 509-3102 下呂市小坂町門坂221 0576-62-2011 0576-62-2164

025 東白川製材（協） 509-1302 加茂郡東白川村神土2594-1 0574-78-2118 0574-78-3888

026 ㈱トーホー 509-1431 加茂郡白川町黒川1822 0574-77-2111 0574-77-2116

027 美濃建築製品センター㈱ 501-5122 郡上市白鳥町為真858-1 0575-82-4162 0575-82-2328
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認定番号 事業者名 郵便番号 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ番号 認証指定
工場

（第３回目認定工場）

028 神岡林業（協）製材工場 506-1121 飛騨市神岡町殿316-7 0578-82-0038 0578-82-5829

029 ウッドピア流通検査（協） 515-0088 三重県松阪市木の郷町11 0598-20-1122 0598-20-1127

030 恵那小径木加工（協） 509-7122 恵那市武並町竹折328-239 0573-28-2175 0573-28-1610 ○

031 ㈱梅田製材所 508-0421 中津川市加子母6025 0573-79-2182 0573-79-3331

032 ㈲マルワイ製材所 508-0421 中津川市加子母1890 0573-79-2195 0573-79-2689

（第４回目認定工場）

033 （株）伊藤木材店 508-0351 中津川市付知町4944-2-1 0573-82-2266 0573-82-4434

034 グリーウッドタクミ（協） 515-0088 三重県松阪市木の郷町12 0598-20-2233 0598-20-2234 ○

035 大塚林業（資）牧製材工場 501-4607 郡上市大和町牧359 0575-88-2093 0575-88-2094

036 早川木材 508-0351 中津川市付知町6790 0573-82-2166 0573-82-4472

037 ㈱かつら木材商店 649-2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見3719-5 0739-55-2270 0739-55-3043

038 ㈱アオキウッド 509-2505 下呂市萩原町古関18-1 0576-52-3888 0576-52-2828

039 桑原木材工業 501-2802 関市洞戸通元寺33 0581-58-2181 0581-58-2137

040 ㈱田上 515-1303 三重県松阪市飯南町下仁柿134 0598-32-2983 
0598-32-3729 058-384-9328

041 ㈱勝野木材 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書1750 0264-57-2532 0264-57-3749

042 丸武木材㈱本社工場 501-3601 関市上之保11658-1 0575-24-0512 0575-24-5058

（H23第１回目認定工場）

043 伊藤林産㈲ 508-0421 中津川市加子母2868番地1 0573-79-2201 0573-79-3224

044 山喜建設㈱ 509-2133 下呂市和佐2447 0576-28-2321 0576-28-2663

045 兼八林産㈲ 508-0421 中津川市加子母2334番地 0573-79-2118 0573-79-3253

（H23第２回目認定工場）

046 ㈲飛騨製材 509-2514 下呂市萩原町中呂176-1 0576-52-1624 0576-52-3325

047 ㈱鷲見製材 501-5124 郡上市白鳥町大島1804 0575-82-2036 0575-82-5104
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特殊な長さ対応の製材所
県内の製材所では通常６ｍぐらいまでの木材加工が標準的です。特殊材料（長い材料など）の丸太からの加工が可能な工場（実績

のある）は以下の通りです。また、実際に製材をお願いする場合は各製材所に問い合わせてください。
2012.02.17現在

事業者名 所　在　地 電話番号 6ｍ超～10ｍ 11ｍ以上

岐阜地区 ㈲森製材所 羽島市上中町沖1670 058-398-3205 12mまで

西濃地区
高橋建設㈱ 揖斐郡揖斐川町脛永1055 0585-22-1046 8mまで

丸平建設㈱ 揖斐郡大野町大字稲富2538-8 0585-34-2571 8mまで

中濃地区

㈱トーホー 加茂郡白川町黒川1822 0574-77-2111 8ｍまで

㈱翠豊 加茂郡白川町赤河622 0574-73-1458 11ｍ

㈱山共 加茂郡東白川村越原976-10 0574-78-2516 8ｍまで

美濃建築製品センター㈱ 郡上市白鳥町為真858-1 0575-82-4162 13ｍ

大塚林業合資会社牧工場 郡上市大和町牧359（工場） 0575-88-2029 8ｍまで

本庄工業㈱郡上やまと製材工場 郡上市大和町徳永678-1 0575-88-3192 12ｍ

東濃地区

㈲マルワイ製材所 中津川市加子母1890 0573-79-2195 9ｍ（２4φまで）

㈱梅田製材所 中津川市加子母6025 0573-79-2182 7ｍまで

共和木材工業㈱ 中津川市坂下872-1 0573-75-2071 7ｍまで

早川木材㈱ 中津川市付知町6790 0573-82-2166 11ｍ

飛騨地区

㈲倉地製材所 下呂市萩原町羽根408 0576-52-1876 10ｍまで

桑原木材㈱金山工場 下呂市金山町東沓部3498-178 0576-35-2190 12ｍまで

㈱井上工務店 高山市江名子町2715-12 0577-33-0144 12ｍまで　径900まで

飛騨高山森林組合清見工場 高山市清見町三日町187-21 0577-68-2250 8ｍまで

愛知県

丸良㈱ 愛知県海部郡飛島村2-125 0567-55-3755 14mまで

吉村製材㈱第１工場 愛知県海部郡飛島村2-45（工場） 0567-55-0091 15ｍまで

㈱ヤトミ製材 愛知県弥富市楠1-38 0567-68-3205 18ｍまで

※製作可能か要確認

特殊な長さ対応の乾燥機
県内の製材所では柱工場が多いため通常６ｍ～９ｍ（３ｍの柱を２列または３列）に対応している乾燥機が多いです。特殊な長さに

対応している乾燥機を持っている製材工場は以下の通りです。こちらも各製材所に対応可能か確認が必要
2012.02.17現在

事業者名 所　在　地 電話番号 材料長さ 乾燥機

西濃地区 丸平建設㈱ 揖斐郡大野町大字稲富2538-8 0585-34-2571 10ｍ 減圧式蒸気

中濃地区

東白川製材㈿ 加茂郡東白川村神土2594-1 0574-78-2118 9.5ｍ 高温蒸気

㈱トーホー 加茂郡白川町黒川1822 0574-77-2111 8ｍ 中温蒸気

美濃建築製品センター㈱ 郡上市白鳥町為真858-1 0575-82-4162 8.8 除湿

㈱山共 加茂郡東白川村越原976-10 0574-78-2516 8ｍ 高温蒸気

東濃ひのき製品流通㈿ 加茂郡白川町三川1539 0574-72-2577 12.5ｍ 高温蒸気

東濃地区

㈱梅田製材所 中津川市加子母6025 0573-79-2182 8ｍ 減圧除湿

㈿東濃ひのきの家 中津川市加子母2301 0573-79-3555 12ｍ 高温蒸気・高周波

共和木材工業㈱ 中津川市坂下872-1 0573-75-2071 10ｍ 除湿

飛騨地区

桑原木材㈱金山工場 下呂市金山町東沓部3498-178 0576-35-2190 12ｍ 中温蒸気

南ひだウッド協同組合 下呂市萩原町羽根495-6 0576-52-3988 9.5ｍ 高温蒸気

飛騨高山森林組合　新宮工場 高山市清見町三日町187-1 0577-68-2221 9.5ｍ 高温蒸気・高周波

※要確認

３）特殊材料（長物）の製材加工・乾燥可能な県内の工場
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県内集成材工場 2012.02.17現在

事業者名 所　在　地 電話番号 内　　　容

西濃地区 藤井ハウス産業㈱ 養老郡養老町押越1974 0584-32-1241 造作・化粧・小断面など

東濃地区 ㈿東濃ひのきの家 中津川市加子母2301 0573-79-3555 大断面集成材

飛騨地区 飛州木工㈱ 下呂市小坂町落合1184-16 0576-62-2253 中断面集成材

県外集成材工場（岐阜証明材推進制度にかかる登録推進業者） 2012.02.17現在

事業者名 所　在　地 電話番号 内　　　容

三重県 ㈱オオコーチ勢和工場 三重県多気郡多気町色太950-1 0598-49-3100 各種集成材

三重県 ㈱ウッドピア２１ 三重県松阪市木の郷町21 0598-20-1122 各種集成材

石川県 ㈱中東 石川県能美市寺井町た116-1 0761-57-0521 各種集成材

福井県 ㈱ナック 福井県越前市家久町63-16 0778-25-6222 各種集成材

奈良県 トリスミ集成材㈱ 奈良県五条市住川町1297 0747-26-6662 各種集成材

岡山県 銘建工業㈱大断面工場 岡山県真庭市草加部1334-4 0867-42-3660 各種集成材

秋田県 秋田グルーラム㈱ 秋田県大館市花岡町字七ツ館1 0186-46-1100 各種集成材

長野県 斉藤木材工業㈱ 長野県小県郡長和町古町4294 0268-68-3811 各種集成材

富山県 ラミネート・ラボ㈱ 富山県富山市草島字古川10 076-435-3344 各種集成材

県内　県産材を利用した建材（合板）（岐阜証明材推進制度にかかる登録推進業者）2012.02.17現在
事業者名 所　在　地 電話番号 取り扱い製品

岐阜地区 親和木材工業㈱ 各務原市須衛町7丁目178-1 058-384-8784 杉パネル（桧）

西濃地区 ㈱末永製作所 揖斐郡揖斐川町房島1822-3 0585-22-0778 各種パネル

中濃地区 ㈱丸七ヒダ川ウッド 加茂郡七宗町中麻布781-3 0574-48-2201 桧パネル

中濃地区 白鳥林工（協） 郡上市白鳥町大島向野1546 0575-82-2127 杉パネル

東濃地区 森の合板（協）　森の合板工場 中津川市加子母字東万賀5371-19 0573-79-5120 合板

※取り扱い建材については要確認

県外　県産材を利用した建材（合板）（岐阜証明材推進制度にかかる登録推進業者）2012.02.17現在
事業者名 所　在　地 電話番号 取り扱い製品

愛知県 日本住宅パネル工業協同組合 名古屋市中区5丁目12-21 052-262-5704 台形集成材

石川県 林ベニヤ産業㈱　七尾工場 石川県七尾市大田町110-43 0767-52-4376 合板

岡山県 津山国産材加工協同組合 岡山県津山市一宮1238-1 0868-28-4704 台形集成材

静岡県 丸天星工業 静岡県島田市中河1082-4 0547-38-0280 Ｊパネル

宮城県 セイホク㈱石巻工場 宮城県石巻市潮見町2-1 0225-22-6511 合板

宮城県 セイホク㈱石巻第3工場 宮城県石巻市潮見町4-4 0225-95-8261 合板

宮城県 西北プライウッド㈱　石巻工場 宮城県石巻市西浜町1-16 0225-82-8520 合板、ＬＶＬ

和歌山県 田辺市中辺路木材加工場 和歌山県田辺市中辺路町北郡27-1 0739-64-1596 台形集成材

※取り扱い建材については要確認



－ 206 －

第
８
章

４）県内の森林組合

岐阜県内森林組合 2010.12.1現在

組　合　名 郵便番号 住　　　所 電話番号

岐 阜 中 央 森 林 組 合 501-2321 山県市谷合1358-1 0581-55-3128

西 南 濃 森 林 組 合 503-1602 大垣市上石津町牧田2332-1 0584-48-0213

揖 斐 郡 森 林 組 合 501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1973-370 0585-22-6511
も と す 郡 森 林 組 合 501-1522 本巣市根尾樽見新行堂85-1 0581-38-2004
中 濃 森 林 組 合 501-3701 美濃市1571-3 0575-35-3010
郡 上 森 林 組 合 501-4233 郡上市八幡町稲成525-7 0575-67-1133
可 茂 森 林 組 合 509-0511 加茂郡七宗町神渕9756-1 0574-46-1008
八 百 津 町 森 林 組 合 505-0301 加茂郡八百津町八百津2658-8 0574-43-1895
白 川 町 森 林 組 合 509-1113 加茂郡白川町三川1385-1 0574-72-1077
東 白 川 村 森 林 組 合 509-1301 加茂郡東白川村越原46-1 0574-78-2009
陶 都 森 林 組 合 509-6122 瑞浪市上平町5-5-1 0572-68-3027
恵 那 市 森 林 組 合 509-7203 恵那市長島町正家1-1-1 0573-26-0401
中 津 川 市 森 林 組 合 508-0045 中津川市かやの木町2-3 0573-65-1128
加 子 母 森 林 組 合 508-0421 中津川市加子母4872-5 0573-79-3333
付 知 町 森 林 組 合 508-0351 中津川市付知町5756 0573-82-2901
恵 南 森 林 組 合 509-7506 恵那市上矢作町1824-2 0573-47-2811
小 坂 町 森 林 組 合 509-3115 下呂市小坂町長瀬137 0576-62-2053
南 ひ だ 森 林 組 合 509-2311 下呂市乗政25-1 0576-26-3551
飛 騨 高 山 森 林 組 合 506-0102 高山市清見町三日町187-1 0577-68-2221
飛 騨 市 森 林 組 合 509-4263 飛騨市古川町上野571番地1 0577-74-2030
岐阜県森林組合連合会 500-8356 岐阜県岐阜市六条江東2-5-6 058-275-4890(代)




