
                   　　　　 ２０１６年認証規格に基づく認証（相互承認適用規格）

  　　　　　  SGEC森林管理認証（7件）、ＳＧＥＣ／ＰＥＦＣCoC認証（22件）の公示(2018.12.31)

平成31年2月4日

　 　　　　　　　　　「一般社団法人 緑の循環認証会議」事務局
　

                                                          SGEC7 件の森林管理認証、SGEC/PEFC22 件のＣｏＣ認証の公示(2018.12.31)

　「一般社団法人 緑の循環認証会議」(SGEC/PEFCジャパン） は

今回、SGEC7 件の森林管理認証（新規2件、更新4件、変更1件）、

SGEC/PEFC 22 件のCoC管理事業体の認証（新規8 件,更新14件）、

これでＳＧＥＣの森林管理認証森林面積は 1,886,308.42　ha となりました。

また、ＳＧＥＣ/ＰＥＦＣＣｏＣ管理事業体数は、現在845(SGEC650,PEFC195)　です。

○　SGEC森林管理認証森林

認証日・取得者 面積（ha） 認証機関
12月20日

智頭町有林（更新） 509.4 日本森林技術協会

ニッタ株式会社（更新） 6,667.10 日本森林技術協会

滝上町町有林（更新） 2,983.18 日本森林技術協会

日鉄鉱業株式会社（更新） 1,227.42 日本森林技術協会

12月25日

飯能市森林認証協議会（新規） 4,187.50 日本ガス機器検査協会

　・飯能市

　・西川広域森林組合

　・井上淳治氏

北海道森林管理局（新規）
（網走西部森林計画区、網走東部森林
計画区、胆振東部森林計画区内国有
林）

454,021.24 日本ガス機器検査協会

12月26日

北海道（変更）
（渡島東部管理区、渡島西部管理区の
追加）

250,033.10 日本ガス機器検査協会

〇ＳＧＥＣ/ＰＥＦＣＣｏＣ管理事業体 Ｓ＝ＳＧＥＣ、Ｐ＝ＰＥＦＣ

認証日・事業体名 S/P別 所在地 対象業種 認証機関
7月10日

湯前木材事業(更新） Ｓ 熊本県球磨郡湯前町馬場4021-1
SGEC認証丸太受入、及び受託販売、及びＳＧＥＣ
認証丸太の仕入れ、保管及び販売

ＳＧＳジャパン株式会社

8月26日

株式会社山忠（更新） Ｓ 新潟県新潟市中央区上所１－９－７
PEFC認証紙の購入、断裁、再包装、保管、及び
販売

ＳＧＳジャパン株式会社

9月3日

株式会社山一印刷（更新） Ｐ 東京都新宿区早稲田鶴巻町５４５
PEFC認証紙の購入、PEFC認証印刷物の外部委
託を含む生産及び販売

ＳＧＳジャパン株式会社

10月1日

都城森林組合（更新） Ｓ 宮崎県都城市早鈴町５０８５番地

ＳＧＥＣ認証立木の購入及び外部委託を含む伐
採、ＳＧＥＣ認証丸太の搬送及び販売。ＳＧＥＣ認
証立木の外部委託を含む伐採、ＳＧＥＣ認証丸太
の搬送。

ＳＧＳジャパン株式会社

10月28日

丸紅紙パルプ販売株式会社（更新） Ｐ 東京都港区芝大門１－９－９野村不動産芝大門ビル
PEFC認証紙の購入、保管、外部委託による加
工、及び販売。PEFC認証パルプの購入及び販
売。

ＳＧＳジャパン株式会社

11月1日

大建工業グループ（更新） Ｐ
大阪府大阪市北区中之島３－２－４中之島フェスティ
バルタワー・ウェスト１４Ｆ

PEFC認証/DDSに基づく非認証の板材及びPEFC
認証/PEFC管理材の紙の購入、PEFC認証フロー
リング製品の外部委託を含む保管/製造、及び販
売。PEFC認証の板材の購入、PEFC認証フローリ
ング製品の外部委託を含む保管/製造、及び販
売。PEFC認証/PEFC管理材の建材の購入、外部
委託を含む保管、及び販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

11月2日

はこだて森林認証推進協議会（新規） Ｓ
北海道北斗市本町１丁目１番１号北斗市総合分庁舎
内

SGEC認証立木の購入及び伐採、ＳＧＥＣ認証丸
太の輸送及び販売。SGEC認証立木の購入及び
外部委託を含む伐採、ＳＧＥＣ認証丸太の輸送及
び販売。SGEC認証立木の購入及び外部委託に
よる伐採、ＳＧＥＣ認証丸太の輸送及び販売。
SGEC認証立木の購入及び販売。SGEC認証立木
の購入、ＳＧＥＣ認証製材品、ＳＧＥＣ認証チップの
製造、保管及び販売。ＰＥＦＣ認証製材及びＤＤＳ
に基づく非認証材の購入、ＰＥＦＣ認証の木製品
の製造、保管及び販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

埼玉県飯能市

北海道紋別市、滝上町、遠軽町、湧別町、網走市、北見市、
佐呂間町、置戸町、津別町、美幌町、小清水町、清里町、大
空町、斜里町、むかわ町

北海道　〇網走西部管理区：紋別郡興部町、西興部村、雄武
町。〇網走東部管理区：北見市、網走郡美幌町、津別町、常
呂郡訓子府町、置戸町。〇胆振管理区：勇払郡むかわ町。〇
十勝管理区：広尾郡大樹町、中川郡幕別町、豊頃町、十勝郡
浦幌町、〇渡島東部管理区：函館市、亀田郡七飯町、茅部郡
鹿部町。〇渡島西部管理区：松前郡松前町、福島町、檜山郡
上ノ国町

森林所在地

鳥取県八頭郡智頭町

北海道中川郡幕別町

北海道紋別郡滝上町・紋別市

北海道白老郡白老町



はこだて広域森林組合　松前町森林組合　福島町森林組合　知内町森林
組合　七飯町森林組合　山越郡森林組合　北部檜山森林組合　今金町森
林組合　蛾眉野林産協同組合　有限会社佐藤林業　株式会社山丁林業
渡島森づくり事業協同組合　南茅部林産協同組合　函館造林企業組合
株式会社高田建設　有限会社ニシモク　岸本木材株式会社　株式会社齋
藤製材所　有限会社松田林業　株式会社西根製材所　石井木材株式会
社本社　株式会社八雲製材所　相沼産業株式会社　竹林木材工業株式
会社　有限会社佐藤木材店　株式会社大和産業湯ノ岱工場　有限会社久
末製材所　三国林業株式会社　松前地区林産協同組合　厚沢部林産工
業株式会社　株式会社鶉製材所　株式会社細畑林業　山一木材工業株
式会社

同上

　・松前地区林産協同組合 檜山郡上ノ国町桂岡１６３－３

　・厚沢部林産工業株式会社 檜山郡厚沢部町字鶉町２５５

　・株式会社鶉製材所 檜山郡厚沢部町字鶉町６６－１

　・株式会社細畑林業 檜山郡厚沢部町字舘町５

　・山一木材工業株式会社 瀬棚郡今金町種川２８４

11月7日

王子製紙株式会社（更新） Ｐ 東京都中央区銀座四丁目７番５号
紙、パルプの製造及び販売。木材原料の調達及
び販売。パルプの調達及び販売。

日本ガス機器検査協会

11月15日

豊永林業株式会社（新規） Ｓ 奈良県吉野郡下市町下市１３５

ＳＧＥＣ認証立木の購入、伐採、ＳＧＥＣ/PEFC認
証丸太の生産、搬送及び販売。ＳＧＥＣ認証立木
の購入、伐採、ＳＧＥＣ/PEFC認証丸太の生産、
搬送外部委託によるSGEC/PEFC認証製材品・木
工品の製造、及び販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

11月20日

株式会社マルニ木工（新規） Ｐ 広島県広島市佐伯区湯来町白砂２４番地 二次加工（家具） アミタ株式会社

11月21日

株式会社盛林商産（新規） Ｐ 北海道帯広市西２０条北２－２７ 二次加工（おが屑） アミタ株式会社

11月30日

北三株式会社（新規） Ｓ 東京都江東区新木場１－７－６

ＳＧＥＣ認証、ＳＧＥＣ管理材の原木、ランバー、ツ
キ板、ベニヤドパネル、合板、及び木質フローリン
グの仕入れ・保管、及び販売。ＳＧＥＣ認証、ＳＧＥ
Ｃ管理材の原木、ランバー、ツキ板、紙、不繊紙、
合板、及び繊維版の仕入れ・保管、及びＳＧＥＣ認
証、ＳＧＥＣ管理材のランバー、加工ランバー、ツ
キ板、ベニヤドパネル、及びベニヤドシートの製
造・設置及び販売。ＳＧＥＣ認証/ＳＧＥＣ管理材の
ツキ板、紙、不繊布、合板、及び繊維版のベニヤ
ドパネル、ベニヤシートの製造、設置及び販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

12月1日

日光市（日光市本庁舎・栗山庁舎木質化
プロジェクト）（プロジェクト認証）

Ｓ 栃木県日光市今市本町１番地
プロジェクトの範囲：日光市本庁舎・栗山庁舎の
内・外装部の一部分

日本森林技術協会

プロジェクトメンバー：㈱佐藤総合計画、(有)翔建築設
計事務所、東部・磯部・八興特定建設工事共同企業
体、東部建設㈱、磯部建設㈱、㈱八興建設、㈱ワタザ
イ、㈱アーリス、越井木材工業㈱、鹿沼木工㈱、㈱渡
辺有規建築企画事務所、(有)高橋工務店、磯部・太喜
特定建設工事協同企業体、太喜建設㈱、㈱コマチ建
設、㈱シノザキ、㈱ヤギサワ、青木製材(有)、日光木
材工業合資会社、(有)生井材木店、(有)田村材木店、
㈱大和木材、日光市森林組合、栃木県集成材協業組
合

12月17日

大中物産株式会社（新規） Ｐ 東京都中央区銀座４－１４－１１七十七銀座ビル９Ｆ 木質ペレット
株式会社Control Union
Japan

12月19日

チャネルオリジナル株式会社（更新） Ｐ
神奈川県横浜市中区太田町２－２３、横浜メディアビ
ジネスセンター５階

アミタ株式会社

12月20日

有限会社佐々木設計企画（更新） Ｓ 栃木県日光市文挟町２９９－１ 住宅建築業・建築設計業及び同販売業 日本森林技術協会

紋別SGEC推進ネットワーク（更新） Ｓ
北海道紋別市花園町2丁目２－１林業会館内
紋別木材協同組合、鈴木建設株式会社（本社、エブ
リーハウス）、紋別林産加工協同組合

ＳＧＥＣ認証立木/丸太/製材品/木製品の購入及
び販売。ＳＧＥＣ認証丸太の購入、ＳＧＥＣ認証製
材の加工及び販売。ＳＧＥＣ認証製材の購入、委
託によるプレカット加工及びＳＧＥＣ認証材を構造
材・羽柄材に使用した住宅の設計・施行、住宅に
使用したＳＧＥＣ認証構造材・羽柄材の販売。ＳＧ
ＥＣ認証丸太の購入・保管・加工、ＳＧＥＣ認証製
材品・集成材品・チップの販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

美馬郡木材協同組合（更新） Ｓ 徳島県美馬市穴吹町三島字舞中島１５０１－３ 素材生産業および同販売業 日本森林技術協会

山口製材株式会社（更新） Ｓ 徳島県三好市池田町中西ナガノ３２７－１ 木材・木製品製造業及び同販売業 日本森林技術協会

北海道ニッタ株式会社（更新） Ｓ 北海道中川郡幕別町新町１１５番地 素材生産業及び同販売業 日本森林技術協会

12月22日

国際紙パルプ商事株式会社（更新） Ｐ 東京都中央区明石町６－２４
PEFC認証紙の購入、外部委託による断裁、及び
販売。ＰＥＦＣ認証パルプの購入及び販売。

ＳＧＳジャパン株式会社

12月25日



飯能市森林認証協議会（新規） Ｓ 埼玉県飯能市大字阿須３４３－１

立木の購入、素材生産及び原木の販売。原木の
受入及び受託販売。原木の購入及び製材。建
具、家具、家庭用及び教材用木製品の製造、購
入及び販売。製材品の購入及び販売。プレカット
加工及び販売。

日本ガス機器検査協会

　・㈱吾野原木センター 飯能市大字平戸２０３

　・㈱石井ウッド 飯能市東町２７－５

　・石原材木店 飯能市大字上赤工１７６

　・加藤木材工業㈱ 飯能市大字笠縫４１８

　・叶木材(有) 飯能市大字赤沢８６－２

　・合同会社木紡 飯能市大字虎秀３６－４

　・㈲小峰材木店 飯能市大字長沢９０３

　・埼玉林材市場㈱ 飯能市大字芦苅場７７６－１

　・㈱サカモト 飯能市山手町２５－２１

　・学校法人自由学園 東京都東久留米市学園町１－８－１５

　・㈲創林 飯能市大字井上１３８

　・谷口材木店 飯能市大字中藤上郷８０－１

　・特定非営利活動法人名栗カヌー工房 飯能市大字下名栗１８１７－９

　・日本住建㈱ 飯能市大字芦苅場３５８－１

　・㈱フォレスト西川 飯能市大字芦苅場７０８－１

　・㈱フォレスト萩原 飯能市大字井上８１６－８

　・前原材木店 飯能市大字上名栗３６０

　・ミズノ株式会社 飯能市大字新光４６－２

　・㈱森田建設緑化 飯能市大字北川６５２


