事業者認定名簿 大阪木材仲買協同組合
認定番号
全買連第

認定年月日

７号 平成18年 9月28日

事 業 者

代表者

〒

住

所

電

話

有限会社加藤商店

加藤 利美

591-8012

堺市北区中村町９５-１

072-258-3751

全買連第 １１号

平成18年 9月28日

株式会社浪忠

奥井 利貞

559-0024

大阪市住之江区新北島６－２－１５

06-6686-7770

全買連第 １３号

平成18年10月10日

港木材株式会社

松山 能久

536-0011

大阪市城東区放出西３－８－１４

06-6962-0141

全買連第 １７号

平成18年10月10日

堀田木材住宅有限会社

堀田 友一

596-0808

岸和田市三田町７３９－１

072-445-0327

全買連第 １８号

平成18年10月10日

雪本木材産業株式会社

雪本 誠道

596-0001

岸和田市磯上町１－１１－１４

072-439-2456

全買連第 １９号

平成18年11月16日

西上木材産業株式会社

西上 弘光

596-0812

岸和田市大町３６６－１

072-445-0187

全買連第 ２０号 平成18年11月16日

市原工業

市原 貴

597-0042

全買連第 ２１号

平成18年11月16日

株式会社河村商店

河村 益治

550-0014

貝塚市名越８９７
072-446-8484
大阪市西区北堀江 ３―８―２０―３０
２
06-6531-1505

全買連第 ２２号 平成18年11月16日

阿部木材株式会社

植田 弥二

559-0024

大阪市住之江区新北島 ３－１－５２

06-6685-3440

全買連第 ２３号 平成18年11月16日

株式会社大重木材店

宇田 靖彦

578-0984

東大阪市菱江１－１－２８

072-962-6636

全買連第 ２４号 平成18年11月16日

大和木材株式会社

大和 宏充

552-0003

大阪市港区磯路３－１８－２６

06-6571-0278

全買連第 ２５号 平成18年11月16日

岡栄木材株式会社

岡村 広希

578-0932

東大阪市玉串町東２－２－８

072-962-5048

全買連第 ２７号 平成18年11月16日

有萬木材株式会社

山口 哲生

572-0071

寝屋川市豊里町１５－８

072-832-4141

全買連第 ２８号 平成18年11月16日

櫻井工業株式会社製材所 谷口 正雄

596-0014

岸和田市港緑町６－１

072-422-0655

全買連第 ２９号 平成18年11月16日

北泉木材株式会社

井谷 謙二

599-8276

堺市中区小阪３６３

072-278-2565

全買連第 ３２号 平成18年11月16日

播磨木材株式会社

永峰 誠司

551-0013

大阪市大正区小林西 １－２８－１９

06-6553-8088

全買連第 ３３号 平成18年11月16日

カネア商店

中川 浩一

599-8248

堺市中区深井畑山町 2511-34

072-275-5445

全買連第 ３５号 平成18年11月16日

株式会社西尾木材工業所 西尾 良一

579-8014

東大阪市中石切町２－１０－３３

072-988-1201

全買連第 ３７号 平成18年12月21日

株式会社谷岡材木店

谷岡 克英

664-0845

兵庫県伊丹市東有岡２－４８

072-771-2600

全買連第 ３８号 平成18年12月21日

松浦木材株式会社

倉岡 秀年

550-0024

大阪市西区境川１－３－３２

06-6581-2941

全買連第 ３９号 平成18年12月21日

佐藤義木材商店

佐藤 義久

661-0021

兵庫県尼崎市名神町 ２－１３－２２

06-6426-2260

全買連第 ４０号 平成18年12月21日

有限会社田中睦材木店

田中 康彦

661-0967

兵庫県尼崎市浜２－５－２

06-6499-0409

全買連第 ４３号 平成18年12月21日

有限会社今井材木店

今井 元一

660-0815

兵庫県尼崎市杭瀬北新町 ２－１－１ 06-6489-3321

全買連第 ４４号 平成18年12月21日

株式会社丸長木材商会

守田 吉雄

661-0002

兵庫県尼崎市塚口町 ２－３７－９

06-6421-7036

全買連第 ４５号 平成18年12月21日

有限会社吉田悦造商店

吉田 浩之

660-0892

兵庫県尼崎市東難波町５－２－９

06-6481-1350

全買連第 ４６号 平成18年12月21日

有限会社則岡木材

則岡 宏牟

664-0865

兵庫県伊丹市南野６－１－３７

072-779-1020

全買連第 ５０号 平成18年12月21日

株式会社吉克材木店

吉田 健一

664-0852

兵庫県伊丹市南本町２－３－１

072-772-2936

全買連第 ５１号

平成19年 1月25日

株式会社東野材木店

東野 孝司

558-0011

大阪市住吉区苅田８－７－２０

06-6696-7551

全買連第 ５２号 平成19年 1月25日

株式会社岡本銘木店

佐藤 原二

564-0001

吹田市岸部北５－３２－１

06-6388-3411

全買連第 ５３号 平成19年 1月25日

株式会社福谷商会

福谷 邦夫

574-0062

大東市氷野３－３－１４

072-872-1989

全買連第 ５４号 平成19年 1月25日

片岡商店

片岡 豊治

550-0015

大阪市西区南堀江３－１１－６

06-6531-1116

全買連第 ５６号 平成19年 1月25日

いたや木材有限会社

岡本 朋英

544-0033

大阪市生野区勝山北３－２－２２

06-6717-0016

全買連第 ５８号 平成19年 1月25日

藤本材木店

藤本 敏治

577-0046

東大阪市西堤本通西２－６－２５

06-6787-4432

全買連第 ６４号 平成19年 1月25日

川音木材株式会社

川端 泉

544-0032

大阪市生野区中川西 １－１３－２３

06-6731-1221

全買連第 ６５号 平成19年 1月25日

株式会社桐野江製材所

桐野江 修策 554-0013

大阪市此花区梅香１－１－１４

06-6461-0231

全買連第 ６７号 平成19年 1月25日

有限会社田中材木店

田中 朝男

581-0065

八尾市亀井町２－７－１１

072-922-2863

全買連第 ７３号 平成19年 2月23日

株式会社山本材木店

山本 裕樹

561-0845

豊中市利倉１－１７－１７

06-6868-1120

全買連第 ７４号 平成19年 2月23日

前田木材株式会社

前田 純二

573-0082

枚方市茄子作東町４１－１

072-854-0110

全買連第 ７６号 平成19年 3月22日

株式会社上北昇商店

上北 将人

660-0814

兵庫県尼崎市杭瀬本町 １―２５―１１ 06-6488-5630

全買連第 ７７号 平成19年 3月22日

株式会社石岡材木店

石岡 敏雄

542-0072

大阪市中央区高津３－１３－１７

06-6641-2646

全買連第 ７８号 平成19年 3月22日

関西木材株式会社

生長 功

596-0014

岸和田市港緑町８－６

072-422-3843

全買連第 ８０号 平成19年 6月 7日

住吉木材有限会社

近江 克史

559-0003

大阪市住之江区安立２－５－１４

06-6671-5428

全買連第 ８１号

矢崎木材株式会社

矢崎 収

566-0035

摂津市鶴野２－３－２３

072-636-7788

全買連第 ８２号 平成19年 6月 7日

株式会社瓦野

瓦野 良幸

547-0045

大阪市平野区平野上町 １－１０－１４

06-6791-1108

全買連第 ８６号 平成19年 6月 7日

梶川材木店

梶川 貢

559-0003

大阪市住之江区安立１－８－１４

06-6671-5273

全買連第 ８８号 平成19年 6月 7日

株式会社山内材木店

山内 一次

533-0032

大阪市東淀川区淡路 ４－２０－３６

06-6323-0101

全買連第 ８９号 平成19年 6月 7日

有限会社藤原商店

藤原 宗一郎 545-0021

大阪市阿倍野区阪南町 ３－１０－１６ 06-6621-0953

全買連第 ９１号

株式会社吉原材木店

吉原 隆

553-0006

大阪市福島区吉野３－９－１７

06-6464-2001

全買連第 ９２号 平成19年 6月 7日

桝谷木材株式会社

桝谷 雅彦

571-0017

門真市四宮５－９－１１

072-883-1110

全買連第 ９３号 平成19年 6月 7日

上田木材株式会社

上田 益稔

543-0002

大阪市天王寺区上汐４－３－１８

06-6771-7373

全買連第 ９４号 平成19年 6月 7日

大徳木材株式会社

福永 雅計

546-0002

大阪市東住吉区杭全２－１０－６

06-6714-2474

全買連第 ９５号 平成19年 6月 7日

八木製材有限会社

八木 輝行

595-0023

泉大津市豊中町３－１－２０

0725-32-5564

全買連第 ９６号 平成19年 6月 7日

有限会社松本昭商店

松本 実

545-0021

大阪市阿倍野区阪南町１－８－９

06-6621-1619

全買連第 ９８号 平成19年 8月 7日

株式会社大和木材商会

杢保 富男

550-0014

大阪市西区北堀江１－６－２５

06-6531-6751

全買連第１００号 平成19年 8月 7日

渡邊材木店

渡邊 重夫

591-8011

堺市北区南花田町４７－１

072-251-5152

全買連第１０１号

若宮住宅資材株式会社

櫻井 直樹

546-0012

大阪市東住吉区中野４－７－１５

06-6702-7669

全買連第１０２号 平成19年12月13日

安木商店

安木 隆昭

583-0857

羽曳野市誉田６－１－２０

072-954-8355

全買連第１０６号 平成19年12月13日

山忠木材株式会社

山本 忠

551-0003

大阪市大正区千島３－１８－９

06-6552-0781

全買連第１０７号 平成19年12月13日

紀洋木材株式会社

桑原 健郎

551-0013

大阪市大正区小林西１－１２－６

06-6552-6391

全買連第１０９号 平成20年 2月26日

長谷信木材株式会社

長谷川 順一 556-0021

大阪市浪速区幸町３－１－１４

06-6568-2211

全買連第１１１号

平成20年 5月14日

株式会社シモヤマ

下山 豊弘

552-0002

大阪市港区市岡元町１－２－１３

06-6581-4861

全買連第１１２号

平成21年 1月13日

有限会社小阪材木店

山本 哲司

577-0804

東大阪市中小阪４－６－１６

06-6721-0452

全買連第１１３号

平成21年 3月16日

芳崎治商店

芳崎 正

557-0003

大阪市西成区天下茶屋北 ２－８－５ 06-6631-3685

全買連第１１５号

平成21年 8月24日

株式会社材庄

峠口 和彦

590-0048

堺市堺区一条通１９－１２

072-233-7588

全買連第１１６号

平成21年12月17日

加藤木材

加藤 高重

579-8013

東大阪市西石切町４－５５９－３

072-987-6128

全買連第１１７号

平成22年 6月25日

土井住宅産業株式会社

土井 文男

569-1121

高槻市真上町１－１３－３

072-685-0181

全買連第１１８号

平成22年 8月 9日

小濱木材工業株式会社

小濱 雅之

536-0015

大阪市城東区新喜多２－５－３４

06-6932-4441

平成19年 6月 7日

平成19年 6月 7日

平成19年 8月 7日

