
令和5年1月1日現在

1 岡山森林組合 代表理事組合長 浮　森　達　三 岡山市北区御津高津1422-1

2 備中南森林組合 代表理事組合長 長　代　直　行 小田郡矢掛町下高末2926

3 井原市森林組合 代表理事組合長 丸　田　一　徳 井原市芳井町吉井218-2

4 びほく森林組合 代表理事組合長 久　内　昌　平 高梁市中原町1476-1

5 新見市森林組合 代表理事組合長 竹　本　俊　郎 新見市下熊谷407-2

6 真庭森林組合 代表理事組合長 完　田　二　郎 真庭市勝山1884-5

7 津山市森林組合 代表理事組合長 竹　花　祐　治 津山市沼596-1

8 作州かがみの森林組合 代表理事組合長 小　椋　美　博 苫田郡鏡野町井坂523-7

9 久米郡森林組合 代表理事組合長 森　谷　　 豊 久米郡美咲町原田3111-3

10 美作東備森林組合 代表理事組合長 加　藤　泰　三 美作市江見945

11 奈義町森林組合 代表理事組合長 植　月　哲　夫 勝田郡奈義町豊沢303

12 岡山県森林組合連合会 代表理事会長 小　野　泰　弘 岡山市北区楢津491番地1

13 有限会社 安藤林業 代表取締役 安　藤　聖　壯 新見市大佐上刑部2533番地

14 株式会社 いざなぎ創林 代表取締役 森　淵　竜　二 勝田郡奈義町高円1573-1

15 株式会社 板坂林業 代表取締役 板　坂　秀　人 美作市豊国原981-7

16 院庄林業 株式会社 代表取締役 武　本　哲　郎 津山市二宮22-1

17 株式会社 ウエストウッド津山 代表取締役 藤　田　芳　久 津山市上田邑2473-1

18 うじひら木材産業 株式会社 代表取締役 氏　平　雄　人 津山市中北上7

19 釆女森林道路 代表者 釆　女　直　樹 美作市和田44-1

20 株式会社 岡田林業 代表取締役 岡　田　昌　俊 英田郡西粟倉村大茅686-1

21 有限会社 小田工務店 代表取締役 小　田　英　二 新見市千屋実111

22 株式会社 金山林業 代表取締役 金　山　正　幸 新見市新見1023-7

23 株式会社 川上林業 代表取締役 川　上　博　睦 高梁市玉川町玉1150-3

24 岸本林業 株式会社 代表取締役 岸　本　正　二 久米郡美咲町西垪和2160-1

25 木原造林株式会社 勝英事業所 所長 高 田 登志夫 英田郡西粟倉村長尾956-1

26 株式会社 神代林産 代表取締役 宝　蔵　昌　典 新見市神郷下神代4709-1

27 香北林業 有限会社 代表取締役 山　中　英　雄 苫田郡鏡野町小座1096-4

28 有限会社 寿園 代表取締役 梶　岡　泰　士 真庭市若代2302-2

29 株式会社 定岡林業 代表取締役 定　岡　　 聡 新見市哲多町成松1207-6

30 株式会社 三謳 代表取締役 母　里　靖　浩 真庭市月田5538

31 株式会社 山祐 代表取締役 中　川　洋　祐 新見市神郷下神代4855-1

32 山陽商事株式会社 津山出張所 代表取締役 前 田 多恵子 津山市河辺1115-4　　　　

33 株式会社　品川林業 代表取締役 品　川　宣　彰 新見市哲多町本郷1011-2

34 株式会社 シバタ林業 代表取締役 柴  田   大  司 真庭市若代畝6

35 株式会社 樹工舎 代表取締役 佐　藤　富　一 高梁市川面町1783-2

36 合同会社 シンプラス 代表社員 川　上　ちあき 高梁市玉川町玉633-4

37 株式会社 森林環境企画 代表取締役 高　垣　泰　一 久米郡久米南町上弓削824

38 有限会社 杉産業 代表取締役 杉   光 太 郎 新見市井倉550-1

39 株式会社 杉田林業 代表取締役 杉　田　真　人 加賀郡吉備中央町富永1423-1

40 株式会社 清勝 代表取締役 小　川　勝　也 英田郡西粟倉村影石285番地1

41 株式会社 青林 代表取締役 青　木　昭　浩 英田郡西粟倉村長尾2629-3

42 株式会社 杣 代表取締役 内　田　雅　章 津山市加茂町原口1025

43 株式会社 大輪 代表取締役 杖　子　　 修 新見市哲多町花木1183

44 武地林業 株式会社 代表取締役 武　地　洋　一 美作市猪臥533-1

45 株式会社 ツリーサービス 代表取締役 粟　井　智　之 津山市小原101-13

46 株式会社 戸川木材 代表取締役 戸　川　睦　徳 新見市哲西町矢田3569-1

47 有限会社 ナガタ木材 代表取締役 永　田　　 学 真庭市樫東1306-1

48 ナカヤマ建設株式会社 代表取締役 中　山　昭　典 高梁市津川町八川2518番地

49 合同会社バイオマスサプライ 職務執行者 佐　野　浩　一 新見市神郷下神代508番地1

50 服部興業株式会社  代表取締役 服　部　俊　也 岡山市北区平野620

51 日野田林業 代表 日野田　暢　之 久米郡美咲町松尾398

52 株式会社 平山農林 代表取締役 平　山　富　生 新見市哲多町宮河内1407

53 株式会社 廣林 代表取締役 廣　瀨　裕　介 苫田郡鏡野町山城1072-3

54 株式会社 フォレストこいで 代表取締役 小　出　純　平 真庭市開田480

55 藤　元　健　太 真庭市田口370

56 有限会社 藤原林業 代表取締役 藤　原　敏　徳 美作市真殿501-1

57 前田林業 株式会社 代表取締役 前　田　光　徳 苫田郡鏡野町布原179番地14

58 株式会社 真庭技建 代表取締役 初　本　隆　浩 真庭市勝山1325番地

59 株式会社 武蔵組 代表取締役 栗　原　武　蔵 新見市千屋実2279番地1

60 株式会社 木の里工房 木薫 代表取締役 國　里　哲　也 英田郡西粟倉村長尾739-5

61 有限会社 森岩木材 代表取締役 森　岩　岳　彦 美作市宮本50-1

62 株式会社 森淵林業 代表取締役 森　淵　百合明 津山市野介代147-13

おかやまの森整備公社入札参加資格者名簿　【保育・一般収穫事業請負事業】

番号 商 号 又 は 名 称 代表者職名 代表者氏名 所    在   地



令和5年1月1日現在

1 岡山森林組合 代表理事組合長 浮　森　達　三 岡山市北区御津高津1422-1

2 びほく森林組合 代表理事組合長 久　内　昌　平 高梁市中原町1476-1

3 新見市森林組合 代表理事組合長 竹　本　俊　郎 新見市下熊谷407-2

4 津山市森林組合 代表理事組合長 竹　花　祐　治 津山市沼596-1

5 作州かがみの森林組合 代表理事組合長 小　椋　美　博 苫田郡鏡野町井坂523-7

6 久米郡森林組合 代表理事組合長 森　谷　　 豊 久米郡美咲町原田3111-3

7 株式会社 いざなぎ創林 代表取締役 森　淵　竜　二 勝田郡奈義町高円1573-1

8 株式会社 板坂林業 代表取締役 板　坂　秀　人 美作市豊国原981-7

9 株式会社 川上林業 代表取締役 川　上　博　睦 高梁市玉川町玉1150-3

10 香北林業 有限会社 代表取締役 山　中　英　雄 苫田郡鏡野町小座1096-4

11 株式会社 三謳 代表取締役 母　里　靖　浩 真庭市月田5538

12 山陽商事株式会社 津山出張所 代表取締役 前 田 多恵子 津山市河辺1115-4　　　　

13 株式会社 樹工舎 代表取締役 佐　藤　富　一 高梁市川面町1783-2

14 合同会社 シンプラス 代表社員 川　上　ちあき 高梁市玉川町玉633-4

15 株式会社 森林環境企画 代表取締役 高　垣　泰　一 久米郡久米南町上弓削824

16 有限会社 杉産業 代表取締役 杉   光 太 郎 新見市井倉550-1

17 株式会社 杉田林業 代表取締役 杉　田　真　人 加賀郡吉備中央町富永1423-1

18 株式会社 杣 代表取締役 内　田　雅　章 津山市加茂町原口1025

19 株式会社 戸川木材 代表取締役 戸　川　睦　徳 新見市哲西町矢田3569-1

20 ナカヤマ建設株式会社 代表取締役 中　山　昭　典 高梁市津川町八川2518番地

21 株式会社 廣林 代表取締役 廣　瀨　裕　介 苫田郡鏡野町山城1072-3

22 株式会社 フォレストこいで 代表取締役 小　出　純　平 真庭市開田480

23 有限会社 藤原林業 代表取締役 藤　原　敏　徳 美作市真殿501-1

24 株式会社 武蔵組 代表取締役 栗　原　武　蔵 新見市千屋実2279番地1

25 有限会社 森岩木材 代表取締役 森　岩　岳　彦 美作市宮本50-1

26 株式会社 森淵林業 代表取締役 森　淵　百合明 津山市野介代147-13

おかやまの森整備公社入札参加資格者名簿　【架線系収穫事業請負契約】

番号 商 号 又 は 名 称 代表者職名 代表者氏名 所    在   地



令和5年1月1日現在

1 岡山森林組合 代表理事組合長 浮　森　達　三 岡山市北区御津高津1422-1

2 びほく森林組合 代表理事組合長 久　内　昌　平 高梁市中原町1476-1

3 新見市森林組合 代表理事組合長 竹　本　俊　郎 新見市下熊谷407-2

4 真庭森林組合 代表理事組合長 完　田　二　郎 真庭市勝山1884-5

5 津山市森林組合 代表理事組合長 竹　花　祐　治 津山市沼596-1

6 作州かがみの森林組合 代表理事組合長 小　椋　美　博 苫田郡鏡野町井坂523-7

7 久米郡森林組合 代表理事組合長 森　谷　　 豊 久米郡美咲町原田3111-3

8 美作東備森林組合 代表理事組合長 加　藤　泰　三 美作市江見945

9 奈義町森林組合 代表理事組合長 植　月　哲　夫 勝田郡奈義町豊沢303

10 岡山県森林組合連合会 代表理事会長 小　野　泰　弘 岡山市北区楢津491番地1

11 有限会社 安藤林業 代表取締役 安　藤　聖　壯 新見市大佐上刑部2533番地

12 株式会社 いざなぎ創林 代表取締役 森　淵　竜　二 勝田郡奈義町高円1573-1

13 石原木材 株式会社 代表取締役 石　原　平　吉 苫田郡鏡野町奥津川西231-6

14 磯田林業 株式会社 代表取締役 磯　田　正　夫 真庭市後谷畝638-3

15 株式会社 板坂林業 代表取締役 板　坂　秀　人 美作市豊国原981-7

16 院庄林業 株式会社 代表取締役 武　本　哲　郎 津山市二宮22-1

17 株式会社 ウエストウッド津山 代表取締役 藤　田　芳　久 津山市上田邑2473-1

18 うじひら木材産業 株式会社 代表取締役 氏　平　雄　人 津山市中北上7

19 釆女森林道路 代表者 釆　女　直　樹 美作市和田44-1

20 江与味製材 株式会社 代表取締役 難　波　高　明 久米郡美咲町江与味1133番地

21 有限会社 小田工務店 代表取締役 小　田　英　二 新見市千屋実111

22 株式会社 金山林業 代表取締役 金　山　正　幸 新見市新見1023-7

23 株式会社 川上林業 代表取締役 川　上　博　睦 高梁市玉川町玉1150-3

24 岸本林業 株式会社 代表取締役 岸　本　正　二 久米郡美咲町西垪和2160-1

25 木原造林株式会社 勝英事業所 所長 高 田 登志夫 英田郡西粟倉村長尾956-1

26 株式会社 神代林産 代表取締役 宝　蔵　昌　典 新見市神郷下神代4709-1

27 香北林業 有限会社 代表取締役 山　中　英　雄 苫田郡鏡野町小座1096-4

28 有限会社 古谷木材 代表取締役 古　谷　正　二 真庭市富尾272-4

29 有限会社 寿園 代表取締役 梶　岡　泰　士 真庭市若代2302-2

30 株式会社 定岡林業 代表取締役 定　岡　　 聡 新見市哲多町成松1207-6

31 株式会社 三謳 代表取締役 母　里　靖　浩 真庭市月田5538

32 株式会社 山祐 代表取締役 中　川　洋　祐 新見市神郷下神代4855-1

33 山陽商事株式会社 津山出張所 代表取締役 前 田 多恵子 津山市河辺1115-4　　　　

34 株式会社　品川林業 代表取締役 品　川　宣　彰 新見市哲多町本郷1011-2

35 株式会社 シバタ林業 代表取締役 柴  田   大  司 真庭市若代畝6

36 株式会社 樹工舎 代表取締役 佐　藤　富　一 高梁市川面町1783-2

37 合同会社 シンプラス 代表社員 川　上　ちあき 高梁市玉川町玉633-4

38 株式会社 森林環境企画 代表取締役 高　垣　泰　一 久米郡久米南町上弓削824

39 有限会社 杉産業 代表取締役 杉   光 太 郎 新見市井倉550-1

40 株式会社 杉田林業 代表取締役 杉　田　真　人 加賀郡吉備中央町富永1423-1

41 住友林業フォレストサービス　株式会社 代表取締役 百　瀬　春　彦 東京都新宿区西新宿1-23-7

42 株式会社 杣 代表取締役 内　田　雅　章 津山市加茂町原口1025

43 株式会社 大輪 代表取締役 杖　子　　 修 新見市哲多町花木1183

44 武地林業 株式会社 代表取締役 武　地　洋　一 美作市猪臥533-1

45 株式会社 津山綜合木材市場 代表取締役 武　本　哲　郎 津山市上田邑2880

46 株式会社 ツリーサービス 代表取締役 粟　井　智　之 津山市小原101-13

47 株式会社 戸川木材 代表取締役 戸　川　睦　徳 新見市哲西町矢田3569-1

48 有限会社 ナガタ木材 代表取締役 永　田　　 学 真庭市樫東1306-1

49 ナカヤマ建設株式会社 代表取締役 中　山　昭　典 高梁市津川町八川2518番地

50 合同会社バイオマスサプライ 職務執行者 佐　野　浩　一 新見市神郷下神代508番地1

51 服部興業株式会社  代表取締役 服　部　俊　也 岡山市北区平野620

27 日野田林業 代表 日野田　暢　之 久米郡美咲町松尾398

52 株式会社 平山農林 代表取締役 平　山　富　生 新見市哲多町宮河内1407

53 株式会社 廣林 代表取締役 廣　瀨　裕　介 苫田郡鏡野町山城1072-3

54 株式会社 フォレストこいで 代表取締役 小　出　純　平 真庭市開田480

55 有限会社 藤原林業 代表取締役 藤　原　敏　徳 美作市真殿501-1

56 前田林業 株式会社 代表取締役 前　田　光　徳 苫田郡鏡野町布原179番地14

57 株式会社 真庭技建 代表取締役 初　本　隆　浩 真庭市勝山1325番地

58 真庭木材市売 株式会社 代表取締役 山　下　　 薫 真庭市富尾1番地

59 真庭木材事業協同組合  代 表 理 事 堀　 　敬　司　 真庭市三田131

60 株式会社 武蔵組 代表取締役 栗　原　武　蔵 新見市千屋実2279番地1

61 株式会社 木の里工房 木薫 代表取締役 國　里　哲　也 英田郡西粟倉村長尾739-5

62 有限会社 森岩木材 代表取締役 森　岩　岳　彦 美作市宮本50-1

63 株式会社 森淵林業 代表取締役 森　淵　百合明 津山市野介代147-13

64 株式会社 YAMATO林業 代表取締役 𠮷　岡　和　聖 新見市大佐田治部2556番地

おかやまの森整備公社入札参加資格者名簿　【立木等売買契約】

番号 商 号 又 は 名 称 代表者職名 代表者氏名 所    在   地


