
令和2年3月26日

〇SGEC森林管理認証森林

登録者・認証期間 面積（ha） 認証機関・認証番号

11月12日

鳥取県鳥取市、倉吉市、米子市、境港市、日野町、智頭町、大山町

湯梨浜町、北栄町

11月12日

北海道蘭越町、赤井川村、洞爺湖町、浦河町、新十津川村、砂川市、深川市

旭川市、鷹栖町、比布町、美瑛町、当麻町、南富良野町、和寒町、剣淵町

士別市、名寄市、下川町、美深町、増毛町、留萌市、小平町、羽幌町

遠別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、美幌町、北見市、紋別市、滝上町

11月12日

宇都宮大学農学部附属演習林

（更新）2019.11.12-2024.11.11

12月25日

北海道福島町、知内町、木古内町、北斗市、七飯町、鹿部町、森町、八雲町

⾧万部町、函館市、江差町、厚沢部町、せたな町、今金町、島牧村、寿都町

黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町

倶知安町、共和町、神恵内村、古平町、仁木町、赤井川村、小樽市、豊浦町

洞爺湖町、壮瞥町、伊達市、登別市、白老町、苫小牧市、平取町、日高町

新冠町、新ひだか町、浦河町、当別町、石狩市、札幌市、栗山町、由仁町

⾧沼町、岩見沢市、美唄市、新戸津川町、砂川市、歌志内市、深川市、芦別市

当麻町、愛別町、富良野市、下川町、東神楽町、中富良野町、士別市、名寄市

留萌市、遠別町、枝幸町、豊富町、幌延町、北見市、紋別市、興部町、

西興部村、釧路市、鶴居村、音更町、清水町

2月28日

3月1日

3月24日

日本製紙株式会社九州地方社有林 日本森林技術協会

（更新）2020.3.24-2025.3.23       JAFTA-004

3月24日

3月31日

＜登録名変更＞

真樹フォレスト株式会社

    2017.12.26-2022.12.25

〇SGEC/PEFC-CoC管理事業体

登録事業体名・認証期間 S/P別 登録事業体の所在地 認証機関・認証番号

10月9日

日田木材協同組合CoC協議会

（新規）    2019.10.9-2024.10.8
S 大分県日田市大字東有田字新山2776-6

SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W149

11月1日

秩父広域森林組合（新規）

     2019.11.1-2024.10.31
S 埼玉県秩父市日野田町1丁目7番10号

日本森林技術協会

    JAFTA-W255

11月18日

西十勝森林組合

（プロジェクト認証）
S 北海道上川郡新得町字屈足基線1番地9

SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W152

576.01
日本森林技術協会

                  JAFTA-097

SGSジャパン株式会社

     SGSJP-024
（旧名）真樹販売株式会社

四万十町有林（更新）

                  2020.3.24-2025.3.23
高知県四万十町 1,798.17

日本森林技術協会

                 JAFTA-005

株式会社ふもとっぱら（更新）

                  2020.3.31-2025.3.30
静岡県富士宮市 690.53

日本森林技術協会

                 JAFTA-065

18,288.20福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県

対象業種

SGEC認証丸太の購入、SGEC認証製材の生産、保

管及び販売

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、SGEC/PEFC CoC認証の公示

(一社)緑の循環認証会議(SGEC/PEFC-ジャパン）事務局

森林所在地

港エステート株式会社（更新）

    2019.11.12-2024.11.11
4,939.35

日本森林技術協会

     JAFTA-032

鳥取県（更新）

   2019.11.12-2024.11.11
1,021.00

日本ガス機器検査協会

      JIA-002

栃木県塩谷町（船生演習林） 538.28
日本森林技術協会

                  JAFTA-047

千歳林業株式会社（更新）

               2019.12.25-2024.12.24
17,569.08

日本森林技術協会

                  JAFTA-033

北海道訓子府町、北見市 1,256.78
日本森林技術協会

                JAFTA-048

訓子府町（更新）

                  2020.2.28-2025.2.27

うきは市有林（新規）

                    2020.3.1-2025.2.28
福岡県うきは市、八女市、大分県日田市、大分市

素材生産業及び同販売業

西十勝森林組合新築事務所構造材（梁、桁、柱）

部分認証プロジェクト



登録事業体名・認証期間 S/P別 登録事業体の所在地 認証機関・認証番号

11月27日

三井物産フォレスト株式会社

（更新） 2019.11.27-2024.11.26
S 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号

SGSジャパン株式会社

   SGSJP-W088

11月29日

合同会社森林認証のもり

（プロジェクト認証）
S/P 神奈川県横浜市港北区綱島2-4-18-310

日本ガス機器検査協会

                   JIA-P003
12月20日

中本造林株式会社（新規）

    2019.12.20-2024.12.19
P 広島県廿日市市栗栖508

日本ガス機器検査協会

                 CEF1901

12月22日

双日建材株式会社（更新）

    2019.12.22-2024.12.21
P 東京都千代田区大手町1-7-2

日本ガス機器検査協会

                 CEF0904

12月25日

滝上町森林組合（更新）

               2019.12.25-2024.12.24
S

北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地

4条通2丁目1番地
素材生産業及び同販売業

日本森林技術協会

    JAFTA-W088

2月12日

双日株式会社リテール・生活産業

本部林産資源部木材素材課

（更新） 2020.2.12-2025.2.11

P 東京都千代田区内幸町2-1-1
SGSジャパン株式会社

 SGSJP-PCOC-2005

2月28日

石谷林業株式会社（更新）

      2020.2.28-2025.2.27
S 大阪市西区千代崎2丁目19番地4号

日本森林技術協会

    JAFTA-W089

2月28日

熊本モルダーSGECネットワーク

（更新） 2020.2.28-2025.2.27
S 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町463-1 木材・木製品製造業及び同販売業

日本森林技術協会

    JAFTA-W135

2月28日

有限会社 倉地製材所（更新）

       2020.2.28-2025.2.27
S 岐阜県下呂市萩原町羽根408番地

日本森林技術協会

    JAFTA-W090

3月11日

株式会社ノダ（更新）

       2020.3.11-2025.3.10
P 東京都台東区浅草橋5-13-6

日本ガス機器検査協会

                 CEF1506

3月17日

前田産業株式会社（更新）

     2020.3.17-2025.3.16
P 宮崎県小林市細野1355

日本ガス機器検査協会

     CEF0502

3月17日

SMB建材株式会社木質素材本部

（更新） 2020.3.17-2025.3.16
P 東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル

日本ガス機器検査協会

     CEF0501

3月24日

有限会社 関西木材建設（更新）

    2020.03.24-2025.3.23
S 高知県高岡郡四万十町大正710番地4

日本森林技術協会

    JAFTA-W002

3月24日

四万十町森林組合（更新）

      2020.3.24-2025.3.23
S 高知県高岡郡四万十町瀬里57-3

日本森林技術協会

    JAFTA-W003

3月31日

株式会社北成中林（更新）

      2020.3.31-2025.3.30
S 北海道札幌市東区北21条東18丁目2-28 SGEC認証製材品の仕入れ及び販売

SGSジャパン株式会社

   SGSJP-W062

＜登録名変更＞

株式会社MIYAMORI

    2015.12.24-2020.12.23

株式会社MIYAMORI

    2015.12.24-2020.12.23

新産匠株式会社

    2015.7.28-2020.7.27

みまさかの国森林認証グループ

    2016.8.15-2021.8.14

日本ガス機器検査協会

                   CEF1508
（旧名）株式会社 宮盛P

S （旧名）株式会社 宮盛
日本ガス機器検査協会

                  JIA-W019

SGEC認証丸太の仕入及び販売

SGEC認証丸太の仕入及びチッピング及び

SGEC認証木材チップの販売

原木、製材品の仕入

内外装部材の製造、加工

製材加工品の仕入及び販売

木製建材の輸入及び販売

原木の販売

木製梱包用資材の販売

PEFC認証/PEFC管理材の原木及び木材製品の購

入及び販売

素材生産業及び同販売業

木材・木製品製造業及び同販売事業

木材・木製品製造業及び同販売業

木材・木製品製造業及び同販売業

木材・木製品製造業及び同販売業

家具・建具製造業及び同販売業

住宅資材製造業及び同販売業

単板､合板､LVL､MDF･HDF､集成材､製材､

丸太の購入及び販売

合板､フロア､MDF･HDF､集成材､製材の

製造及び加工

森林認証のもり まさこの家（全体認証）

対象業種

S （旧名）株式会社 九州住拓技術研究所
日本森林技術協会

    JAFTA-W100

S （旧名）株式会社 板坂林業
SGSジャパン株式会社

   SGSJP-W080

樅の製材製品及び樅の木工製品の製造及び販売

樅の建材製品の製造及び販売

単板､合板､LVL､LVS､製材品､集成材､原木､チップ､

フロア製品､パーティクルボード､MDF､OSB､木質

系建材、紙の輸入及び国内での購入及び販売



大日本印刷株式会社

出版イノベーション事業部

    2016.3.17-2021.3.16

日本ノート株式会社

    2018.3.12-2023.3.11

＜登録取下げ＞

SGSジャパン株式会社

 SGSJP-PCOC-1239

＜一時停止＞

新協商事株式会社

P （旧名）株式会社 キョクトウ・アソシエイツ
日本ガス機器検査協会

                  CEF1202

P

日本森林技術協会

    JAFTA-W117
鳥取県八頭郡智頭町大字山根520番地1

S
SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W110
大分県佐伯市宇目大字南田原283番地2

P （旧名）大日本印刷株式会社出版メディア事業部
SGSジャパン株式会社

 SGSJP-PCOC-1268

日本ガス機器検査協会

                   CEF1702

佐伯広域森林組合

炭平コーポレーション株式会社

株式会社ウッドピア

株式会社サカモト

有限会社手塚木材店

S 宮崎県日向市大字目知屋17062-39
SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W149

S 愛媛県松山市西垣内1740番地6
SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W092

SGSジャパン株式会社

    SGSJP-W105
S

S
日本森林技術協会

    JAFTA-W018

⾧野県⾧野市北⾧池1667

徳島県美馬市木屋平字弓道298

S
日本森林技術協会

    JAFTA-W213

S
日本森林技術協会

    JAFTA-W217

栃木県日光市瀬川1163-2

栃木県日光市倉ヶ崎新田21-5

S

日本ガス機器検査協会

    JIA-W065

2020.3.4付

南河内の伝統・文化の継承と森林

資源の利用促進のための協議会
S 2020.3.2から1年間

有限会社丸ちょん木材

株式会社大忠 宮崎支店

河野興産株式会社

東京都江東区新木場3-9-7 2019.11

2019.12.5付

2019.12.19付

2019.12.25付

2020.2.1付

2020.2.29付

2020.2.29付

2020.3.6付

2020.3.11付

株式会社ザイエンス P 東京都千代田区鍛冶町1-9-4


