
認定番号 会　　　　社　　　　名 役　職　名 代 表 者 名 郵便番号 所　　　在　　　地 電 話 番 号 業　　　種 分 別 責 任 者 認　　定　　日

１－１ 三好産業　株式会社　（素材生産） 890-0043 鹿児島市鷹師２丁目４番６号 099-251-5315 素材生産 橋元　栄造 令和1年11月1日

１－２ 三好産業　株式会社　大口工場 895-2442 鹿児島県伊佐市大口針持３０３７番２７号 0995-25-2908 木材加工（チップ） 牧野　耕宇 令和1年11月1日

１－３ 三好産業　株式会社　出水工場 899-0134 鹿児島県出水市浦田町７０３番地 0996-62-0789 木材加工（チップ） 竹ノ内　忍 令和1年11月1日

１－４ 三好産業　株式会社　姶良工場 899-5304 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳１７３６番地１ 0995-73-4558 木材加工（チップ） 牧野　耕宇 令和3年5月1日

2 株式会社　岩崎木材工芸 代表取締役 岩崎　歳一 893-2301 鹿児島県肝属郡錦江町神川３０３３番地 0994-22-0077 素材生産 岩崎　歳一 令和1年11月1日

３ 出水愛林　有限会社 代表取締役 福川　政守 899-0215 鹿児島県出水市武本２６９５－１ 0996-63-1335 素材生産 平良　　宏 令和1年11月1日

４ 鹿屋愛林　有限会社 代表取締役 緒方　嶺雄 893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓５８６９番地３ 0994-58-8011 素材生産 緒方　奉文 令和1年11月1日

５ 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 素材生産 中堂園　芳寿 令和1年11月1日

６ 株式会社　迫田興産 代表取締役 迫田　成満 895-2503 鹿児島県伊佐市大口篠原１５８６ 0995-23-0907 素材生産 奥平　拓将 令和1年11月1日

７－１ 肝付木材工業　株式会社 893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓２３８５－２ 木材加工（チップ） 亀甲　陽海 令和1年11月1日

７－２ 肝付木材工業　株式会社　（素材生産） 893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田３９２５ 素材生産 亀甲　陽海 令和1年11月1日

８ 駿河木材　有限会社 代表取締役 大竹野　千里 893-2503 鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府４１９２ 0994-24-4781 素材生産 大竹野　千里 令和1年11月1日

９ 有限会社　　西　林業 代表取締役 西　　茂記 895-2633 鹿児島県伊佐市大口平出水１４２６ 0995-22-5233 素材生産 川野　一明 令和1年11月1日

１０－１ 前田産業　株式会社 木材加工（チップ） 前田　清水 令和1年11月1日

１０－２ 前田産業　株式会社　（素材生産） 素材生産 前田　清水 令和1年11月1日

１１ 株式会社　松岡重機 代表取締役 松岡　健一 895-0013 鹿児島県薩摩川内市宮崎町３６３２番地３ 0996-22-3281 素材生産 松岡　健一 令和1年11月1日

１２ 大川原造林　有限会社 代表取締役 岩切　明人 899-4103 鹿児島県曽於市財部町下財部６８６４番地１ 0986-74-2541 素材生産 岩切　明人 令和2年2月1日

１３ 松　元　林　業 松元　明郎 899-4102 鹿児島県曽於市財部町北俣２１４２－６ 0986-72-1403 素材生産 松元　明郎 令和2年2月1日

１４ 上　園　木　材 代　表 上園　和浩 899-4204 鹿児島県霧島市霧島川北９０９ 0995-57-3734 素材生産 上園　和浩 令和2年2月1日

１５ 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 素材生産 鎌田　憲一 令和2年2月1日

１６ 株式会社　山下林業 代表取締役 山下　伸一 899-5114 鹿児島県霧島市隼人町西光寺１０７５番地 0995-73-5677 素材生産 山下　伸一 令和2年5月1日

１７ 株式会社　寺床林産 代表取締役 寺床　隆志 895-2707 鹿児島県伊佐市菱刈徳辺３１２ 0995-26-2603 素材生産 寺床　隆志 令和2年5月1日

合法性・持続可能性の証明、間伐材等の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る認定事業者

代表取締役 前田　清忠 899-4204 鹿児島県霧島市霧島川北８８３－９ 0995-57-2980

代表取締役 有馬　純隆

代表取締役 亀甲　陽海 0994-58-5008
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１８ 有限会社　　田中製材所 代表取締役 田中　俊一 899-7102 鹿児島県志布志市志布志町帖１２１４６番地６ 0994-73-1400 素材生産 田中　俊一 令和2年5月1日

１９－１ 原一林業　株式会社　（素材生産） 893-2401 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓５１３８－７５９ 0994-25-2543 素材生産 原口　優一 令和2年5月1日

１９－２ 原一林業　株式会社　川原製材所 893-2402 鹿児島県肝属郡錦江町田代川原６７４ 0994-25-1333 木材加工（製材） 原口　良一 令和4年5月1日

２０ 南　木　材　有限会社 代表取締役 南　　英宏 899-4301 鹿児島県霧島市国分重久９６９ 0995-73-5253 素材生産 南　　英宏 令和2年5月1日

２１ 石走林業　株式会社 代表取締役 石走　康成 893-2501 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北１１１４ 0994-24-2372 素材生産 石走　康成 令和2年5月1日

２２ 淵脇建設　株式会社 代表取締役 淵脇　　伸 899-4311 鹿児島県霧島市国分名波町２番１４号 0995-45-2212 素材生産 井上　潤美 令和2年5月1日

２３ 財部造林　有限会社 代表取締役 岩井　廣美 899-4102 鹿児島県曽於市財部町北俣８９０１番地 0986-72-3697 素材生産 岩井　廣美 令和2年5月1日

２４ 荒　武　木　材 代　表　者 荒武　浩美 899-4102 鹿児島県曽於市北俣水ノ窪５４０６－２ 0986-74-2426 素材生産 荒武　浩美 令和2年5月1日

２５ 瀬　戸　口　　勝　雄 瀬戸口　勝雄 899-4305 鹿児島県霧島市国分郡田２４０－３ 0995-45-8208 素材生産 瀬戸口　勝雄 令和2年5月1日

２６ 新　宅　　定 新宅　　定 899-6502 鹿児島県霧島市牧園町三体堂１８１１ 0995-78-2182 素材生産 新宅　　定 令和2年5月1日

２７ 株式会社　池田林業 代表取締役 池田　政治 899-4101 鹿児島県曽於市財部町南俣３１７４番地１ 0986-72-0720 素材生産 池田　政治 令和2年5月1日

２８ 福　本　林　業 福本　順治 899-5113 鹿児島県霧島市隼人町西光寺２３４１－６ 080-3187-5754 素材生産 福本　順治 令和2年5月1日

２９－１ 株式会社　島津興業　（素材生産） 892-0871 鹿児島市吉野町９７００番地１ 099-247-7000 素材生産 有村　孝明 令和2年5月1日

２９－２ 株式会社　島津興業　（木材加工） 891-0132 鹿児島市七ツ島２丁目１番 099-294-8131 木材加工（チップ） 伊地知　美智子 令和3年8月1日

３０－１ 山生産業　株式会社 木材加工（チップ） 吉重　英生 令和2年8月1日

３０－２ 山生産業　株式会社　（素材生産） 素材生産 吉重　敏信 令和2年8月1日

３１ 有限会社　古川事業所サービス 代表取締役 古川　裕二 899-4305 鹿児島県霧島市国分郡田３５９９－８ 0995-49-3141 素材生産 岩城　規夫 令和2年8月1日

３２ 株式会社　くまりん 代表取締役 隈本　宗聡 893-0046 鹿児島県鹿屋市横山町１７４７－４ 090-1920-5493 素材生産 隈本　宗聡 令和2年8月1日

３３ 玉　利　林　業 代　表 玉利　良徳 899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口１６４１－５ 0995-57-1776 素材生産 玉利　良徳 令和2年8月1日

３４ 下　原　木　材 下原　和彦 899-6302 鹿児島県霧島市横川町下ノ１０７０ 0995-72-9087 素材生産 下原　和彦 令和2年8月1日

３５ 園　田　實　則 園田　實則 899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山４６５７－３ 0995-56-2253 素材生産 園田　實則 令和2年8月1日

３６ 沢　津　橋　薪　店 代　表 沢津橋　堅 897-0222 鹿児島県南九州市川辺町永田１６８５－１ 0993-56-5959 素材生産 沢津橋　堅 令和2年8月1日

代表取締役 島津　忠裕

吉重　英生 893-1401 鹿児島県肝属郡肝付町北方１４８７－１ 0994-67-2383代表取締役

代表取締役 原口　良一
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３７ 株式会社　湧水運輸 代表取締役 鮫島　達矢 899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場５０７８－１７ 0995-74-2930 素材生産 鮫島　達矢 令和2年8月1日

３８ 鮫　島　達　矢 鮫島　達矢 899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場５３６１番地 0995-76-0217 素材生産 鮫島　達矢 令和2年8月1日

３９ 大　中　原　木　材 代　表　者 大中原　兼二 891-2112 鹿児島県垂水市本城３９７９－２ 0994-32-1433 素材生産 大中原　兼二 令和2年8月1日

４０－１ 株式会社　上集組 木材加工（チップ） 西川　義邦 令和2年8月1日

４０－２ 株式会社　上集組　（素材生産） 素材生産 西川　義邦 令和2年8月1日

４１ 有限会社　橋元林業 代表取締役 橋元　和博 899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場５９２－１ 0995-74-4798 素材生産 橋元　和博 令和2年8月1日

４２ 株式会社　厚　ヶ　瀬 代表取締役 厚ヶ瀬　一浩 893-2303 鹿児島県肝属郡錦江町馬場６３２０番２ 0994-29-0704 素材生産 厚ヶ瀬　一浩 令和2年11月1日

４３ 霧 島 フ ォ レ ス ト リ ー 代　表 飯牟礼　照男 899-4501 鹿児島県霧島市福山町福山６０５１番地２ 090-3258-0388 素材生産 飯牟礼　照男 令和2年11月1日

４４ 株式会社　大　朋 代表取締役 竹内　大介 893-2301 鹿児島県肝属郡錦江町神川２３９番地２ 0994-25-1177 素材生産 竹内　大介 令和2年11月1日

４５ 株式会社　柳田林業 代表取締役 柳田　進一 891-4206 鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川６０９番地２ 0997-42-3665 素材生産 柳田　進一 令和2年11月1日

４６ 吉村工業　株式会社 代表取締役 吉村　　敏 899-4201 鹿児島県霧島市霧島田口１５番地 0995-57-1125 素材生産 吉村　斉久 令和2年11月1日

４７－１ 株式会社　永田林業 素材生産 小田　雅弥 令和2年11月1日

４７－２ 株式会社　永田林業　（木材加工） 木材加工（チップ） 小田　雅弥 令和2年11月1日

４８ 漆間木材　株式会社 代表取締役 漆間　勝義 899-5305 鹿児島県姶良市蒲生町白男３７８８番地１ 0995-65-1119 素材生産 漆間　勝義 令和3年2月1日

４９ や　ま　び　こ　農　林 代　表 吉元　伸一 899-5305 鹿児島県姶良市蒲生町白男３８０６ 0995-52-0555 素材生産 吉元　伸一 令和3年2月1日

５０ 寺師林業　株式会社 代表取締役 寺師　翔太 896-0006 鹿児島県いちき串木野市昭和通１３１番地出水ビル２０１ 0996-48-9136 素材生産 寺師　翔太 令和3年2月1日

５１ 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 素材生産 知識　　久夫 令和3年5月1日

５２ 株式会社　丸正建設機動 代表取締役 川越　正秀 899-7302 鹿児島県曽於郡大崎町神領２５５３－２２ 099-476-3367 素材生産 川越　敏成 令和3年5月1日

５３ 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 素材生産 鎌田　憲一 令和3年5月1日

５４ 松　下　　幸　一 松下　幸一 899-5113 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川２９０７－１１ 0995-43-9177 素材生産 松下　幸一 令和3年5月1日

５５ 株式会社　　陽 代表取締役 加塩　忠勇 899-7102 鹿児島県志布志市志布志町帖３９４６－８ 099-401-5400 素材生産 加塩　忠勇 令和3年5月1日

５６ 上　村　製　茶 代　表 上村　勝己 899-6501 鹿児島県霧島市牧園町万善１５３８ 0995-78-8839 素材生産 上村　勝己 令和3年5月1日

代表取締役 上集　孝一 899-4101 鹿児島県曽於市財部町南俣６６７－１ 0986-72-2315

代表取締役 永田　修一 899-0502 鹿児島県出水市野田町下名２５７９－５ 0996-84-3375
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５７ 湯　ノ　迫　　信　幸 湯ノ迫　信幸 899-4203 鹿児島県霧島市霧島大窪１０８２ 0995-57-2335 素材生産 湯ノ迫　信幸 令和3年5月1日

５８ 株式会社　大坪建設 代表取締役 石原　　堅 897-0133 鹿児島県南九州市川辺町下山田２５５５－１ 0993-56-1171 素材生産 森園　正信 令和3年5月1日

５９ 有限会社　皛納開発 代表取締役 皛納　建悟 894-0026 鹿児島県奄美市名瀬港町１５－３ 0997-52-6607 素材生産 皛納　建悟 令和3年5月1日

６０ 株式会社　中崎砕石 代表取締役 中崎　義一 898-0014 鹿児島県枕崎市東本町６３ 0993-72-0453 素材生産 中崎　義一 令和3年5月1日

６１ 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 素材生産 原之園　博司 令和3年8月1日

６２ 株式会社　龍元産業 代表取締役 龍元　卓也 894-0044 鹿児島県奄美市名瀬浜里町１６０番地 0997-58-8981 素材生産 龍元　一好 令和3年5月1日

６３ 米　丸　製　材　所 代　表 米丸　きよ子 895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名１１２１６番地 0996-57-1187 素材生産 米丸　文武 令和3年8月1日

６４ 株式会社　鰺坂林業 代表取締役 鰺坂　淳一 899-5306 鹿児島県姶良市蒲生町西浦７２７－３ 090-8396-1728 素材生産 鰺坂　淳一 令和3年8月1日

６５ 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 素材生産 山田　博之 令和3年8月1日

６６ 中　野　林　業 中野　伸吾 891-0203 鹿児島市喜入町９９４９ 090-7397-9471 素材生産 中野　伸吾 令和3年8月1日

６７ 今　田　工　業 代　表 今田　浩之 899-6206 鹿児島県姶良郡湧水町恒次７５５－１ 0995-74-2689 素材生産 今田　浩之 令和3年8月1日

６８ 七ツ島バイオマスパワー　合同会社 代表社員 ㈱　Ｉ　Ｈ　Ｉ 892-0842 鹿児島市東千石町１番３８号 099-223-7485 木材加工 徳田　康幸 令和3年8月1日

６９ 田上建設　株式会社 代表取締役 田上　俊介 899-6303 鹿児島県霧島市横川町中ノ１３８３番地 0995-72-0123 素材生産 田上　俊介 令和3年8月1日

７０ 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 素材生産 深江　敬三 令和3年8月1日

７１ 竹　内　林　業 代　表 竹内　茂俊 891-0102 鹿児島市山田町３２６番地１グランローヴァビル３０５号 099-275-3616 素材生産 竹内　茂俊 令和3年8月1日

７２－１ 三富興業　株式会社　（素材生産） 892-0838 鹿児島市新屋敷町６番２１号 099-224-3811 素材生産 古川　雄三 令和3年11月1日

７２－２ 三富興業 株式会社 宇検林産事業所 894-3304 鹿児島県大島郡宇検村大字須古８８５番地１ 閉鎖取り消し

７２－３ 三富興業 株式会社 さつま林産事業所 895-1807 鹿児島県薩摩郡さつま町平川７４９８番地７ 0996-54-2550 木材加工（チップ） 古川　雄三 令和3年11月1日

７３ 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 素材生産 山之内　有希 令和3年11月1日

７４ 株式会社　嘉和山業 代表取締役 脇迫　和嘉 899-8608 鹿児島県曽於市末吉町南之郷４５３８－２ 0986-36-5633 素材生産 脇迫　和嘉 令和3年11月1日

７５ 有限会社　松山愛林 取　締　役 山本　俊二 899-7601 鹿児島県志布志市松山町新橋１２８－５ 0994-87-2294 素材生産 山本　俊二 令和4年2月1日

７６ 永　山　林　業 代　表 永山　茂樹 899-6203 鹿児島県姶良郡湧水町田尾原１８７－１ 090-9478-6762 素材生産 永山　茂樹 令和4年2月1日

代表取締役 古川　雄三
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７７ 岩　下　産　業 代　表 岩下　孝志 893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引２１２８－３ 099-486-0046 素材生産 岩下　孝志 令和4年5月1日

７８ 株式会社　川越組 代表取締役 川越　敏成 899-7301 鹿児島県曽於郡大崎町菱田１００１ 099-477-0361 素材生産 川越　敏成 令和4年5月1日

７９

８０ 三角開発　株式会社 代表取締役社長 三角　皓三郎 899-7303 鹿児島県姶良市蒲生町久末２４８９番地１ 0995-52-1603 素材生産 棟久　　進 令和元年8月1日

８１ 有限会社　新納産業 代表取締役 田尾　健志 894-1205 鹿児島県奄美市住用町大字役勝３０９番地 0997-69-2778 素材生産 田尾　健志 令和元年8月1日

８２ 木　野　田　　安　男 木野田　安男 899-4202 鹿児島県霧島市霧島永水４３２７ 090-3669-7260 素材生産 木野田　安男 令和2年2月1日

８３ 西　牟　田　竹　材 西牟田　洋一 899-6201 鹿児島県姶良郡湧水町木場５０６０番地 0995-74-2680 素材生産 西牟田　洋一 令和2年5月1日

８４ 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 素材生産 古川　雄三 令和2年2月1日

８５ ま　え　は　た　林　業 前畑　征志 899-5305 鹿児島県姶良市蒲生町下久徳１９８５番地４ 0995-52-9077 素材生産 前畑　征志 令和2年5月1日

８６ 田　原　木　材 田原　法友 891-0702 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内１１６８３ 0993-39-1173 素材生産 田原　法友 令和2年2月1日

８７ 中　水　林　業 代　表　者 中水　信明 894-1511 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名２０３－２ 080-8385-8378 素材生産 中水　信明 令和2年8月1日

８８ 黒　木　林　業 代　表 黒木　隆一 899-5307 鹿児島県姶良市蒲生町久末２４２６ 090-3607-3687 素材生産 黒木　　隆 令和2年8月1日

８９ 福地建設　株式会社 代表取締役 福地　茂穂 899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６番地 0995-76-1171 素材生産 福地　伸一 令和2年8月1日

９０ 岩　崎　林　業 代　表 岩崎　敏行 899-5652 鹿児島県姶良市平松１７６１ 099-295-3955 素材生産 岩崎　敏行 令和2年8月1日

９１ 株式会社　ＷＯＯＤ　ＬＩＦＥ 代表取締役 中尾　雄基 899-0407 鹿児島県出水市高尾野町江内７５１３ 080-1465-7194 素材生産 中尾　雄基 令和3年2月1日

９２ 株式会社　協　和 代表取締役 大工園　嘉次 898-0089 鹿児島県枕崎市白沢北町７３８番地 0993-73-2500 素材生産 大工園　嘉次 令和4年5月1日

９３ マエコウ林業　株式会社 代表取締役 前原　孝介 897-1122 鹿児島県南さつま市加世田小湊２３９５番地２ 0993-53-6033 素材生産 前原　孝介 令和4年5月1日

９４ 森　脇　　重　志 森脇　重志 899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂３８６４－５３ 0995-78-2441 素材生産 森脇　重志 令和4年5月1日

９５ 奄　美　林　業 東原　勝二 894-0005 鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町１１－１３ 0997-58-8997 素材生産 平井　幸男 令和1年11月1日

９６ 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 素材生産 淵脇　正剛 令和1年11月1日

９７ 有限会社　蛭川庭園土木 代表取締役 蛭川　真理樹 899-6505 鹿児島県霧島市牧園町持松２２６６ 0995-78-8015 素材生産 蛭川　真理樹 令和2年5月1日

９８ 丸　湯　林　業 湯德　幸市 899-4322 鹿児島県霧島市国分福島３丁目44-43ｸﾞﾗﾝﾓｱM&M202 090-3666-0298 素材生産 湯德　幸市 令和2年5月1日
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９９ 小　嶋　木　材 代　表 小嶋　伸二 895-2525 鹿児島県伊佐市大口下殿７１６－５１４ 0995-22-6260 素材生産 小嶋　伸二 令和2年8月1日

１００ 有限会社　飛鳥運輸 代表取締役 小原　まち子 895-1801 鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬４９７９－１４ 0996-52-0246 素材生産 小原　まち子 令和2年8月1日

１０１ 株式会社　大　栄 代表取締役 盛山　和紀 894-1508 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋１１１４番地４０ 0997-72-0700 素材生産 盛山　和紀 令和2年11月1日

１０２ 輪　廻　企　画 代　表 肝付　弘幸 899-4351 鹿児島県霧島市国分新町１丁目２５－５ 090-8398-4833 素材生産 肝付　弘幸 令和2年11月1日

１０３ 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 鹿児島県枕崎市仁田浦町１９５－１ 0993-76-8100 木材加工（チップ） 神谷　章 令和2年11月1日

１０４ 松　﨑　重　信 松﨑　重信 899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野１６４７－１６ 099-482-1447 素材生産 松﨑　重信 令和3年11月1日

１０５ 合同会社　結　風 代表社員 麻生　由喜美 899-4303 鹿児島県霧島市国分川原７４２－１ 080-2733-6220 素材生産 麻生　由喜美 令和3年11月1日

１０６ 合同会社　ヤマコー 代表社員 山本　公次 899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志１４８４－１０ 099-401-4888 素材生産 山本　公次 令和3年11月1日

１０７ 福　永　広　行 福永　広行 899-7401 鹿児島県志布志市有明町伊崎田５４２２ 090-3600-9110 素材生産 福永　広行 令和3年11月1日

１０８ 西　芳　香　園　製　茶 代　表 西　　芳朗 899-6501 鹿児島県霧島市牧園町万膳８８０－１１ 0995-76-9350 素材生産 西　　芳朗 令和3年11月1日

１０９ 有　　薗 代　表 有薗　高徳 897-0223 鹿児島県南九州市川辺町高田３０７ 090-2087-1311 素材生産 有薗　高徳 令和4年2月1日

１１０ 竹山林業　株式会社 代表取締役 竹山　悠矢 898-0211 鹿児島県南さつま市坊津町久志４９９６番地 0993-68-0016 素材生産 竹山　悠矢 令和4年2月1日
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