
会　　　　員　　　　名　　　　簿
(Ｒ４/６/１５現在)

No. 分　　類 会　　　　社　　　　名 役　職　名 氏　　名 〒 住　　　　　　所 T　E　L F　A　X ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄﾞ ﾚ ｽ

1 素生協 姶良素生協 三好産業　株式会社 代表取締役 有　馬　　純　隆 890-0043 鹿児島市鷹師２丁目４番６号 099-251-5315 099-251-5317 miyosi@mocha.ocn.ne.jp

2 素生協 姶良素生協 南木材　有限会社 代表取締役 　南　　　英　宏 899-4301 霧島市国分重久９６９ 0995-73-5253 0995-73-5263 minamikaze@po4.synapse.ne.jp

3 素生協 姶良素生協 有限会社　橋元林業 代表取締役 橋　元　　和　博 899-6201 姶良郡湧水町木場５９２－１ 0995-74-4798 0995-74-2460 forest-h@movie.ocn.ne.jp

4 素生協 姶良素生協 株式会社　ヤマトク 代表取締役 中堂園 　芳　寿 892-0834 鹿児島市南林寺町３１番２８号 099-224-1786 099-224-1334 yamatoku@tos-si.com

5 素生協 姶良素生協 株式会社　迫田興産 代表取締役 迫　田　　成　満 895-2505 伊佐市大口目丸１３３番地１ 0995-23-0907 0995-28-0908 sakodakousan@apost.plala.or.jp

6 素生協 大口素生協 株式会社　寺床林産 代表取締役 寺　床　　隆　志 895-2707 伊佐市菱刈徳辺３１２ 0995-26-2603 0995-26-2604 xtxgw304@ybb.ne.jp

7 素生協 大口素生協 菱刈木材工業　株式会社 代表取締役 亀　甲　　訓　生 895-2706 伊佐市菱刈田中１９９３－１ 0995-26-0070 0995-26-0484 hisikarimoku@po5.synapse.ne.jp

8 素生協 大口素生協 有限会社　　西　林業 代表取締役 　西　　茂　記 895-2633 伊佐市大口平出水１４２６ 0995-22-5233 0995-22-5233 forest-r24@eos.ocn.ne.jp

9 素生協 大隅素生協 株式会社　岩崎木材工芸 代表取締役 岩　崎　　歳　一 893-2301 肝属郡錦江町神川３０３３番地 0994-22-0077 0994-22-0309 yakusugi-i@aioros.ocn.ne.jp

10 素生協 大隅素生協 肝付木材工業　株式会社 代表取締役 亀　甲　　陽　海 893-1103 鹿屋市吾平町麓２３８５－２ 0994-58-5008 0994-36-6006

11 素生協 大隅素生協 山生産業　株式会社 代表取締役 吉　重　　英　生 893-1401 肝属郡肝付町北方１４８７－１ 0994-67-2383 0994-67-3923 yamasei@po5.synapse.ne.jp

12 素生協 大隅素生協 上野物産　株式会社 代表取締役 上　野　　治　美 893-1205 肝属郡肝付町宮下１１３５番地１ 0994-65-3028 0994-65-3034 uenobu@poplar.ocn.ne.jp

13 素生協 大隅素生協 鹿児島県木材銘木市場協同組合 理事長 柴　立　　鉄　彦 891-0115 鹿児島市東開町３－３５ 099-268-5131 099-268-5210 meiboku@po5.synapse.ne.jp

14 素生協 大隅素生協 駿河木材　有限会社 代表取締役 大竹野　　千　里 893-2503 肝属郡南大隅町根占横別府４１９２ 0994-24-4781 0994-24-4782 surugamokuzai@yahoo.co.jp

15 素生協 大隅素生協 岩　下　産　業 代　表 岩　下　　孝　志 893-0201 鹿屋市輝北町上百引２１２８－３ 099-486-0046 099-486-0933 t.iwashitasangyo.0820@au.com

16 素生協 大隅素生協 石走林業　株式会社 代表取締役 石　走　　康　成 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北１１１４ 0994-24-2372 0994-41-0572 isirinyamamori@yahoo.co.jp

17 素生協 大隅素生協 原一林業　株式会社 代表取締役 原　口　　良　一 893-2401 肝属郡錦江町田代麓５１３８－７５９ 0994-25-2543 0994-25-2543 haraichi@po5.synapse.ne.jp

18 会　員 事業体 鹿屋愛林　有限会社 代表取締役 緒　方　　嶺　雄 893-1103 鹿屋市吾平町麓５８６９番地３ 0994-58-8011 0994-58-8006 kanoyaairin@po5.synapse.ne.jp

19 会　員 事業体 出水愛林　有限会社 代表取締役 福　川　　政　守 899-0215 出水市武本２６９５－１ 0996-63-1335 0996-63-1338 izumiairin@po5.synapse.ne.jp

20 会　員 事業体 伊佐愛林　有限会社 代表取締役 今　吉　　光　一 895-2526 伊佐市大口宮人５０２－１８８ 0995-22-6369 0995-28-0288 airin1@eagle.ocn.ne.jp

21 会　員 事業体 有限会社　松山愛林　 取締役 山　本　　俊　二 899-7601 志布志市松山町新橋１２８－５ 0994-87-2294 0994-87-2294 matuyamaairin@titan.ocn.ne.jp

22 会　員 事業体 大川原造林　有限会社 代表取締役 岩　切　　明　人 899-4103 曽於市財部町下財部６８６４番地１ 0986-74-2541 0986-74-2541 akito.ohkawara@gmail.com

23 会　員 事業体 協栄木材　株式会社 代表取締役社長 津　田　　剛　輝 890-0034 鹿児島市田上７丁目３４－５ 099-814-7761 099-814-7762 kyoei@kyoei-mokuzai.co.jp

24 会　員 事業体 有限会社　畠中林業 代表取締役 畠　中　　太　作 891-1205 鹿児島市犬迫町８８８９ 099-245-4188 099-245-4166 ringyou.hatanaka@po2.synapse.ne.jp

25 会　員 事業体 財部造林　有限会社 代表取締役 岩　井　　廣　美 899-4102 曽於市財部町北俣８９０１ 0986-72-3697 0986-72-3709 takarabezorin@marble.ocn.ne.jp
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26 会　員 事業体 中越物産　株式会社 代表取締役 川　向　　　博 895-0064 薩摩川内市花木町１２番２４号 0996-22-2719 0996-20-0801

27 会　員 事業体 中越パルプ木材　株式会社 代表取締役 川　向　　　博 895-0065 薩摩川内市宮内町１番２６号 0996-48-2428 0996-21-1079 d-harada@chuetsu-pulp.co.jp

28 会　員 森林組合 内　之　浦　森　林　組　合 代表理事組合長 椎　野　　信　一 893-1401 肝属郡肝付町北方２９０－１ 0994-67-2703 0994-67-2762 uchimori-2703@siren.ocn.ne.jp

29 会　員 事業体 三富興業　株式会社 代表取締役 古　川　　雄　三 892-0838 鹿児島市新屋敷町６番２１号 099-224-3811 099-226-1832 santomi@apost.plala.or.jp

30 会　員 事業体 川内愛林　有限会社 代表取締役 萬造寺　　芳　博 895-0034 薩摩川内市木場茶屋町７１４７－６１ 0996-47-1594 0996-47-0018 sendaiairin@yahoo.co.jp

31 会　員 事業体 有限会社　橋口木材加工センター 代表取締役 橋　口　　　猛 891-4311 熊毛郡屋久島町安房２３５３－２８５ 0997-46-2242 0997-46-4420 2rn47a@bma.biglobe.ne.jp

32 会　員 事業体 有限会社　有水製材所 代表取締役 有　水　　速　人 891-4311 熊毛郡屋久島町安房２４０５ 0997-46-3528 0997-46-3528 arimizu@globe.ocn.ne.jp

33 会　員 事業体 株式会社　永田林業 代表取締役 永　田　　修　一 899-0502 出水市野田町下名２５７９－５ 0996-84-3375 0996-84-3385 nagataringyou@po4.synapse.ne.jp

34 会　員 事業体 カマダ開発　株式会社 代表取締役 鎌　田　　憲　一 890-0024 鹿児島市明和２丁目４９番３号 099-281-7057 099-281-7057 kamadakaihatu.401@kamada.mail-box.ne.jp

35 会　員 事業体 前田産業　株式会社 代表取締役 前　田　　清　忠 899-4204 霧島市霧島川北８８３－９ 0995-57-2980 0995-57-2981 kiyomizu@maeda-green.co.jp

36 会　員 事業体 上　園　木　材 上　園　　和　浩 899-4204 霧島市霧島川北９０９ 0995-57-3734 0995-57-3734

37 会　員 事業体 松　元　林　業 松　元　　明　郎 899-4102 曽於市財部町北俣２１４２－６ 0986-72-1403 0986-72-1403

38 会　員 事業体 荒　武　木　材 代　表　者 荒　武　　浩　美 899-4102 曽於市北俣水ノ窪５４０６－２ 0986-74-2426 0986-74-2426

39 会　員 事業体 株式会社　山下林業 代表取締役 山　下　　伸　一 899-5114 霧島市隼人町西光寺１０７５番地 0995-73-5677 0995-73-5252 yamashita.ringyo@muse.ocn.ne.jp

40 会　員 事業体 有限会社　田中製材所 代表取締役 田　中　　俊　一 899-7102 志布志市志布志町帖１２１４６番地６ 099-473-1400 099-478-0175

41 会　員 事業体 株式会社　島津興業 代表取締役 島　津　　忠　裕 892-0871 鹿児島市吉野町９７００番地１ 099-247-7000 099-247-9539 ringyo@shimadzu-ltd.jp

42 会　員 事業体 淵脇建設　株式会社 代表取締役 淵　脇　　　伸 899-4311 霧島市国分名波町２番１４号 0995-45-2212 0995-45-2211 fuchiwaki-cld@po.mct.ne.jp

43 会　員 事業体 株式会社　池田林業 代表取締役 池　田　　政　治 899-4101 曽於市財部町南俣３１７４番地１ 0986-72-0620 0986-72-0620

44 会　員 事業体 福　本　林　業 福　本　　順　治 899-5114 霧島市隼人町西光寺２３４１－６ 0995-43-9303

45 会　員 事業体 有限会社　古川事業所サービス 代表取締役 古　川　　裕　二 899-4305 霧島市国分郡田３５９９－８ 0995-49-3141 0995-49-3456 furukawa-js@po4.synapse.ne.jp

46 会　員 事業体 株式会社　くまりん 代表取締役 隈　本　　宗　聡 893-0046 鹿屋市横山町１７４７－４ 090-1920-5493 0994-48-2184 kmotor@olive.plala.or.jp

47 会　員 事業体 株式会社　湧水運輸 代表取締役 鮫　島　　達　矢 899-6201 姶良郡湧水町木場５０７８－１７ 0995-74-2930 0995-74-2933 franchi20ga@yahoo.co.jp

48 会　員 事業体 鮫　島　　達　矢 鮫　島　　達　矢 899-6201 姶良郡湧水町木場５３６１番地 0995-76-0217 kk.yusuitoransport.727@docomo.ne.jp

49 会　員 事業体 玉　利　林　業 代　表 玉　利　　良　徳 899-4201 霧島市霧島田口１６４１－５ 0995-57-1776 0995-57-1776

50 会　員 事業体 下　原　木　材 下　原　　和　彦 899-6302 霧島市横川町下ノ１０７０ 0995-72-9086 0995-72-9086

mailto:d-harada@chuetsu-pulp.co.jp


会　　　　員　　　　名　　　　簿
(Ｒ４/６/１５現在)

No. 分　　類 会　　　　社　　　　名 役　職　名 氏　　名 〒 住　　　　　　所 T　E　L F　A　X ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄﾞ ﾚ ｽ

51 会　員 事業体 園　田　　實　則 園　田　　實　則 899-4501 霧島市福山町福山４６５７－３ 0995-56-2253 0995-56-2253

52 会　員 事業体 株式会社　上集組 代表取締役 上　集　　孝　一 899-4101 曽於市財部町南俣６６７－１ 0986-72-2315 0986-72-2337 kamikami@carrot.ocn.ne.jp

53 会　員 事業体 大　中　原　木　材 代　表　者 大中原　　兼　二 891-2112 垂水市本城３９７９－２ 0994-32-1433

54 会　員 事業体 株式会社　厚　ケ　瀬 代表取締役 厚ヶ瀬　　一　浩 893-2303 肝属郡錦江町馬場６３２０番２ 0994-29-0704 0994-29-0704

55 会　員 事業体 株式会社　柳田林業 代表取締役 柳　田　　進　一 891-4206 熊毛郡屋久島町楠川６０９番地２ 0997-42-3665 0997-42-3665 yanarin@tune.ocn.ne.jp

56 会　員 事業体 株式会社　　大　朋 代表取締役 竹　内　　大　介 893-2301 肝属郡錦江町神川２３９番地２ 0994-25-1177 0994-25-1177

57 会　員 事業体 吉村工業　株式会社 代表取締役 吉　村　　　敏 899-4201 霧島市霧島田口１５番地 0995-57-1125 0995-57-0235 yoshimura-kk@po3.synapse.ne.jp

58 会　員 事業体 漆間木材　株式会社 代表取締役 漆　間　　勝　義 899-5305 姶良市蒲生町白男３７８８番地１ 0995-65-1119 0995-65-1119

59 会　員 事業体 や　ま　び　こ　農　林 代　表 吉　元　　伸　一 899-5305 姶良市蒲生町白男３８０６ 0995-52-0555 0995-52-0555 wood-craft@po4.synapse.ne.jp

60 会　員 事業体 寺師林業　株式会社 代表取締役 寺　師　　翔　太 896-0026 いちき串木野市昭和通１３１番地出水ビル２０１ 0996-48-9136 0996-24-8193 terrain_d_shota@yahoo.co.jp

61 会　員 事業体 有限会社　藤崎運送 代表取締役 藤　崎　　里　志 891-1304 鹿児島市本名町８５１番地１ 099-294-2035 099-294-3837 ｇroup.f@triton.ocn.ne.jp

62 会　員 事業体 株式会社　　陽 代表取締役 加　塩　　忠　勇 899-7102 志布志市志布志町帖３９４６番地８ 099-401-5400 099-401-4649 hinata8786@yahoo.co.jp

63 会　員 事業体 松　下　　幸　一 松　下　　幸　一 899-5113 霧島市隼人町嘉例川２９０７－１１ 0995-43-9177 0995-43-9177

64 会　員 事業体 上　村　製　茶 代　表 上　村　　勝　己 899-6501 霧島市牧園町万善１５３８ 0995-78-8839 0995-78-2190

65 会　員 事業体 湯　ノ　迫　　信　幸 湯ノ迫　　信　幸 899-4203 霧島市霧島大窪１０８２ 0995-57-2335 0995-57-2335

66 会　員 事業体 株式会社　大坪建設 代表取締役 石　原　　　堅 897-0133 南九州市川辺町下山田２５５５－１ 0993-56-1171 0993-56-3911 ootsubo@po.minc.ne.jp

67 会　員 事業体 有限会社　皛納開発 代表取締役 皛　納　　建　悟 894-0026 奄美市名瀬港町１５－３ 0997-52-6607 0997-52-6601

68 会　員 事業体 株式会社　龍元産業 代表取締役 龍　元　　卓　也 894-0044 奄美市名瀬浜里町１６０番地 0997-58-8981 0997-58-8982 tatsumotosangyou@outlook.jp

69 会　員 事業体 米　丸　製　材　所 代　表 米　丸　　きよ子 895-2201 薩摩郡さつま町求名１１２１６番地 0996-57-1187 0996-57-1187 yonemaruseizai@yahoo.co.jp

70 会　員 事業体 株式会社　鰺坂林業 代表取締役 鰺　坂　　淳　一 899-5306 姶良市蒲生町西浦７２７－３ 090-8396-1728 0995-52-9003

71 会　員 事業体 鹿児島基盤材センター　株式会社 代表取締役 米　盛　　直　樹 891-0122 鹿児島市南栄４丁目５番１号 099-297-6616 099-263-5333 shigemori@yoneg-net.co.jp

72 会　員 事業体 田上建設　株式会社 代表取締役 田　上　　俊　介 899-6303 霧島市横川町中ノ１３８３番地 0995-72-0123 0995-72-0287 info@tanoue.co.jp

73 会　員 事業体 竹　内　林　業 代　表 竹　内　　茂　俊 891-0104 鹿児島市山田町３２６－１ｸﾞﾗﾝﾛｰヴァﾋﾞﾙ３０５号 099-275-3616 099-275-3616

74 会　員 事業体 株式会社　嘉和山業 代表取締役 脇　迫　　和　嘉 899-8608 曽於市末吉町南之郷４５３８－２ 0986-36-5633 0986-36-5634 k.kiwasangyo@shirt.ocn.ne.jp

75 会　員 事業体 永　山　林　業 代　表 永　山　　茂　樹 899-6203 姶良郡湧水町田尾原１８７－１ 090-9478-6762 0995-40-9092
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76 会　員 事業体 株式会社　川越組 代表取締役 川　越　　敏　成 899-7301 曽於郡大崎町菱田１００１番地 099-477-0361 099-477-0330 kawagoe@po4.synapse.ne.jp

77 会　員 事業体 三角開発　株式会社 代表取締役 三　角　　皓三郎 899-5307 姶良市蒲生町久末２４８９番地１ 0995-52-1603 0995-52-0121 takamaki@kk-misumi.co.jp

78 会　員 事業体 有限会社　新納産業 代表取締役 田　尾　　健　志 894-1205 奄美市住用町大字役勝３０９番地 0997-69-2778 0997-69-3078 niiro_hkt05-tao@arion.ocn.ne.jp

79 会　員 事業体 瀬　戸　口　　勝　雄 瀬戸口　　勝　雄 899-4305 霧島市国分郡田２４０－３ 0995-45-8208

80 会　員 事業体 西　牟　田　竹　材 西牟田　　洋　一 899-6201 姶良郡湧水町木場５０６０番地 0995-74-2680 0995-74-4773

81 会　員 事業体 まえはた林業 前　畑　　征　志 899-5305 姶良市蒲生町下久徳１９８５番地４ 0995-52-9077 0995-52-9077

82 会　員 事業体 沢　津　橋　薪　店 代　表 沢 津 橋　　堅 897-0222 南九州市川辺町永田１６８５－１ 0993-56-5959 0993-56-5959 sawa@takigi.com

83 会　員 事業体 中　水　林　業 代　表　者 中　水　　信　明 894-1511 大島郡瀬戸内町阿木名２０３－２ 080-8385-8378

84 会　員 事業体 黒　木　林　業 代　表 黒　木　　隆　一 899-5307 姶良市蒲生町久末２４２６ 090-3607-3687

85 会　員 事業体 福地建設　株式会社 代表取締役 福　地　　茂　穂 899-6507 霧島市牧園町宿窪田２５１６番地 0995-76-1171 0995-76-1172 fukuchi@po.synapse.ne.jp

86 会　員 事業体 岩　崎　林　業 代　表 岩　崎　　敏　行 899-5652 姶良市平松１７６１ 099-295-3955 099-295-3955 iwasaki.forest.works@athena.ocn.jp

87 会　員 事業体 霧島フォレストリー 代　表 飯牟礼　　照　男 899-4501 霧島市福山町福山６０５１－２ 090-3258-0388 kirishimaforestry@kyusyu.me

88 会　員 事業体 株式会社　ＷＯＯＤ　ＬＩＦＥ 代表取締役 中　尾　　雄　基 899-0407 出水市高尾野町江内７５１３ 080-1465-7194 0996-85-5203 y2.2625.er34@gmail.com

89 会　員 事業体 株式会社　丸正建設機動 代表取締役 川　越　　正　秀 899-7302 曽於郡大崎町神領２５５３－２２ 099-476-3367 099-476-4408 marusho@alpha.ocn.ne.jp

90 会　員 事業体 カマダ運送　株式会社 代表取締役 鎌　田　　憲　一 891-1305 鹿児島市宮之浦町４０８０番地 099-246-0337 099-246-0338 kamadaunsou.127@kamada.mail-box.ne.jp

91 会　員 事業体 今　田　工　業 代　表 今　田　　浩　之 899-6206 姶良郡湧水町恒次７５５－１ 0995-74-2689 0995-74-2689 imahiro4627@yahoo.co.jp

92 会　員 事業体 七ツ島バイオマスパワー　合同会社 代表社員 株式会社　Ｉ　Ｈ　Ｉ 892-0842 鹿児島市東千石町１番３８号 099-223-7485 099-226-1249 gou_maeda@ihi.co.jp

93 会　員 事業体 深　江　木　材 深　江　　敬　三 891-0151 鹿児島市光山２丁目２３番１７号 099-261-0318 099-261-0318 fukaemokuzai@tfield.good.sc

94 会　員 事業体 特定非営利活動法人　四 季 の 会 理事長 塩　川　　英　彬 899-5411 姶良市鍋倉６６９番地 0995-73-3446 0995-73-3447 shikinokai@watch.ocn.ne.jp

95 会　員 事業体 株式会社　二俣林業 代表取締役 二　俣　　博　信 899-2703 鹿児島市上谷口町２９５０－６ 099-278-0277 099-278-0277 futatsumataringyou@gmail.com

96 会　員 事業体 株式会社　協　和 代表取締役 大工園　　嘉　次 898-0089 枕崎市白沢北町７３８番地 0993-73-2500 0993-78-3331 peco.peco@hotmail.co.jp

97 会　員 事業体 マエコウ林業　株式会社 代表取締役 前　原　　孝　介 897-1122 南さつま市加世田小湊２３９５番地２ 0993-53-6033 0993-76-5503 maeko-forestry@outlook.jp

98 会　員 事業体 森　脇　重　志 森　脇　　重　志 899-6603 霧島市牧園町高千穂３８６４－５３ 0995-78-2441 0995-78-2441

99 会　員 事業体 有限会社　田中林業 代表取締役 田　中　　浩　徳 895-0212 薩摩川内市陽成町７２９９ 0996-30-1506 0996-30-0704 tanaka-tree@po4.synapse.ne.jp

100 会　員 事業体 株式会社　松岡重機 代表取締役 松　岡　　健　一 895-0013 薩摩川内市宮崎町３６３２番地３ 0996-22-3281 0996-29-5565 matsuoka.ceo@gmail.com
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101 会　員 事業体 日本精工　株式会社　鹿児島支店 代表取締役 東　條　　　久 890-0055 鹿児島市上荒田町２５番１号 099-213-0818 099-213-0816 ns-jiinn@kagoshima.email.ne.jp

102 会　員 協同組合 サウスジャパン素材供給協同組合 代表理事 古　川　　雄　三 892-0838 鹿児島市新屋敷町６番２１号 099-224-3811 099-226-1832 south_japan@email.plala.or.jp

103 会　員 事業体 田　原　木　材 田　原　　法　友 891-0702 南九州市頴娃町牧之内１１６８３ 0993-39-1173 0993-39-1173

104 会　員 事業体 有限会社　蛭川庭園土木 代表取締役 蛭　川　　真理樹 899-6505 霧島市牧園町持松２２６６ 0995-78-8015 0995-78-3236 info@hirukawateien.co.jp

105 会　員 事業体 丸　湯　林　業 湯　德　　幸　市 899-4322 霧島市国分福島３-４４-４３ｸﾞﾗﾝﾓｱＭ＆Ｍ２０２号 090-3666-0298 0995-50-3109

106 会　員 事業体 小　嶋　木　材 代　表 小　嶋　　伸　二 895-2525 伊佐市大口下殿７１６－５１４ 0995-22-6260 0995-22-6260

107 会　員 事業体 有限会社　飛鳥運輸 代表取締役 小　原　　まち子 895-1801 薩摩郡さつま町広瀬４９７９－１４ 0996-52-0246 0996-52-0233 asuka_unnyu@yahoo.co.jp

108 会　員 事業体 株式会社　大　栄 代表取締役 盛　山　　和　紀 894-1508 大島郡瀬戸内町大字古仁屋１１１４番地４０ 0997-72-0700 0997-72-0700

109 会　員 事業体 枕崎バイオマスリソース　合同会社 職務執行者 前　田　　清　水 898-0093 枕崎市仁田浦町１９５－１ 0993-76-8100 0993-76-8101 kiyomizu@maeda-green.co.jp

110 会　員 事業体 株式会社　中崎砕石 代表取締役 中　崎　　義　一 898-0014 枕崎市東本町６３ 0993-72-0453 0993-72-9013 nazk-s45@river.ocn.ne.jp

111 会　員 事業体 株式会社　土佐屋 代表取締役社長 岡　部　　龍一郎 890-0073 鹿児島市宇宿２丁目９番１１号 099-230-0010 099-230-0485 yoshi-c@tosaya.co.jp

112 会　員 事業体 中　野　林　業 中　野　　伸　吾 891-0203 鹿児島市喜入町９９４９ 090-7397-9471 099-345-2032

113 会　員 事業体 松　﨑　重　信 松　﨑　　重　信 899-8212 曽於市大隅町月野１６４７－１６ 099-482-1447 099-482-1447

114 会　員 事業体 合同会社　結　風 代表社員 麻　生　　由喜美 899-4303 霧島市国分川原７４２－１ 080-2733-6220 0995-50-0547 yuikaze2180@icloud.com

115 会　員 事業体 合同会社　ヤマコー 代表社員 山　本　　公　次 899-7103 志布志市志布志町志布志１４８４－１０ 099-401-4888 099-401-4888 yamakou817@gmail.com

116 会　員 事業体 福　永　広　行 福　永　　広　行 899-7401 志布志市有明町伊崎田５４２２ 090-3600-9110

117 会　員 事業体 西　芳　香　園　製　茶 代　表 　西　　芳　朗 899-6501 霧島市牧園町万膳８８０－１１ 0995-76-9350 0995-76-9365 yosi180n@gmail.com

118 会　員 事業体 有　　薗 代　表 有　薗　　高　徳 897-0223 南九州市川辺町高田３０７ 090-2087-1311 0993-56-3836 snkn425925@docomo.ne.jp

119 会　員 事業体 竹山林業　株式会社 代表取締役 竹　山　　悠　矢 898-0211 南さつま市坊津町久志４９９６番地 0993-68-0016 0993-68-0016 t_forester_2013@yahoo.co.jp

120 会　員 事業体 みよし総業　合同会社 代表社員 谷　山　　三　好 895-2513 伊佐市大口上町９－１ 0996-30-4031 0995-30-4408 miyoshisougyou1227@outlook.jp
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