
都道府県名　　　愛　　媛　　県

整理
番号

林業事業体名 郵便番号 住　　　所 地方局等

1 松山流域森林組合 791-0221 東温市上村甲685番地1 中　予

2 越智今治森林組合 794-0103 今治市玉川町法界寺甲114-1 今　治

3 久万広域森林組合 791-1201 上浮穴郡久万高原町久万265-3 久万高原

4 八西森林組合 796-0024 八幡浜市吉井785-1 八幡浜

5 南宇和森林組合 798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲1534-1 愛　南

6 （株）いぶき 791-1221 上浮穴郡久万高原町露峰乙2153-1 久万高原

7 （株）フジワラコーポレーション 798-3312 宇和島市津島町山財4885 南　予

8 (株)エフシー 797-1717 西予市城川町下相566番地1 八幡浜

9 (株)程内製材所 798-1312 北宇和郡鬼北町大字川上496番地 南　予

10 西予市森林組合 797-1212 西予市野村町野村12号619番地 八幡浜

11 南予森林組合 798-1333 北宇和郡鬼北町大字永野市221番地 南　予

12 宇摩森林組合 799-0423 四国中央市具定町486番地 四国中央

13 愛媛県森林組合連合会 790-8582 松山市三番町4丁目4番地１ 中　予

14 （株）グリーンキーパー 791-2205 伊予郡砥部町総津164番地1 中　予

15 （株）プロシーズ 791-3204 伊予市中山町出渕2番耕地612番地3 中　予

16 （株）日吉農林公社 798-1502 北宇和郡鬼北町大字下鍵山300番地3 南　予

17 大洲市森林組合 795-0081 大洲市菅田町菅田甲1954番地42 大　洲

18 内子町森林組合 791-3351 喜多郡内子町五百木186番地の2 大　洲

19 （株）美川建設 791-1503 上浮穴郡久万高原町日野浦836番地 久万高原

20 （株）藤岡林業 791-3501 喜多郡内子町小田367番地1 大　洲

21 （株）内子・森と町並みの設計社 791-3502 喜多郡内子町寺村2478番地6 大　洲

22 伊予森林組合 791-3205 伊予市中山町中山丑167番地3 中　予

23 （有）マツモト 791-1706 上浮穴郡久万高原町本組906番地 久万高原

24 （有）桜井産業 791-1502 上浮穴郡久万高原町中黒岩2168 久万高原

25 (株)ＦＦＴ 791-1212 上浮穴郡久万高原町下畑野川甲1561-5 久万高原

26 成川木材店 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲203番地 久万高原

27 大樹産業（有） 790-0951 松山市天山3丁目6番14号 中　予

28 (株)堀川林業 798-3312 宇和島市津島町山財850番地 南　予

29 （株）羽澤建設 791-1801 上浮穴郡久万高原町柳井川8177番地 久万高原

30 竹本工業（株） 791-1801 上浮穴郡久万高原町柳井川3509番地 久万高原

31 いしづち森林組合 793-0030 西条市大町1211番地 東　予

32 （株）久保建設 791-1222 上浮穴郡久万高原町二名甲894番地 久万高原

33 （株）若山建設 791-1707 上浮穴郡久万高原町中組3302番地 久万高原

34 （株）さんえい 791-1504 上浮穴郡久万高原町大川2746番地 久万高原

35 (株)森本 791-3301 喜多郡内子町内子575番地 大　洲

36 藤岡建設(株) 799-1371 西条市周布1758番地3 東　予

37 (株)高山建設 791-1501 上浮穴郡久万高原町上黒岩2776番地 久万高原
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38 (株)Ｈ・Ｓ・Ｆ 791-2201 伊予郡砥部町総津836番地 中　予

39 (有)中村林業 791-1802 上浮穴郡久万高原町西谷6200番地 久万高原

40 えひめ林業担い手建設事業協同組合 799-1313 西条市旦之上甲1446番地 東　予

41 岡崎建設(株) 799-1313 西条市旦之上甲1447番地 東　予

42 西口木材 790-0931 松山市西石井4-5-30 中　予

43 葛川製材(有) 798-1312 北宇和郡鬼北町大字川上1699 南　予

44 (有)合田林業 799-0422 四国中央市中之庄町1378-7 四国中央

45 愛媛森連産業(株) 791-1121 松山市中野町甲139番地7 中　予

46 (株)清水林業 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲311-2 久万高原

47 (株)一柳木材 791-3343 喜多郡内子町石畳1000番地 大　洲

48 ＫＬＣ(株) 795-0081 大洲市菅田町菅田甲1954-41 大　洲

49 髙橋林材 799-0123 四国中央市金田町金川484-1 四国中央

50 (有)阿部林業開発 794-0124 今治市玉川町龍岡上甲85-1 今　治

51 (株)あすなろ四国支社 798-1351 北宇和郡鬼北町奈良4096 南　予

52 (株)恵忠林業 798-3313 宇和島市津島町増穂丙872 南　予

53 フォレストコープ 793-0030 西条市大町1183-47 東　予

54 愛ふるさと創生事業協同組合 794-0063 今治市片山三丁目1番36号（松山市久万ノ台乙111）
今　治
（中　予）

55 (株)森岡木材 791-3523 喜多郡内子町上川1745 大　洲

56 キクチ観光(株) 797-0035 西予市宇和町河内95番地3 八幡浜

57 (株)美紀林業 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲108 久万高原

58 (株)ランバージャックス 791-0202 東温市樋口1385番地1 中　予

59 武智林業(株) 790-0055 松山市針田町3番地1 中　予

60 (株)中田産業 791-1221 上浮穴郡久万高原町露峰甲2503-2 久万高原

61 (株)森人 791-3521 喜多郡内子町本川504番地 大　洲

62 愛媛林業(株) 799-0650 新居浜市別子山乙351-11 東　予

63 近藤産業(株) 799-1107 西条市小松町明穂甲574 東　予

64 (株)久万木材市場 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲351-1 久万高原

65 (株)山之内林業 797-1431 西予市野村町舟戸2710 八幡浜

66 (株)Ｂｅａｖｅｒ 791-1206 上浮穴郡久万高原町上野尻甲254 久万高原

67 愛媛造林(有) 798-3312 宇和島市津島町山財4785 南　予

68 夢追人 791-1222 上浮穴郡久万高原町二名甲243 久万高原

69 村上林業(有) 797-0043 西予市宇和町大江726 八幡浜

(注)地方局等は、管轄する県地方局森林林業課名。


