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ア 浅田木材㈱ 浅田錦治 桜井市桜井241-1 0744-42-2002 0744-46-5131 パソコン指導・インターネット関連・不動産賃貸 http://www.begin.or.jp/

㈱飛鳥 岡本正秀 桜井市吉備552-3 0744-43-5511 0744-43-5514
介護用品レンタル　米ヒバ製材　太陽光発電　オール電化　リフォーム工
事等 http://www.asukahiba.jp/company.html

東木材㈱ 東　　誠一 桜井市吉備316-1 0744-42-6820 0744-42-6823 桧フローリング、一般建築材

庵前商店 庵前紹暢 桜井市浅古280 0744-45-3178 0744-45-3178

イ ㈱泉谷木材商店 泉谷繁樹 桜井市吉備760-6 0744-42-6625 0744-42-2888
吉野産桧・杉　フローリング　壁板　内外装材　構造材　造作材　羽柄材
デッキ材　プレカット材　ＤＩＹ材　積み木 http://www.moritosumai.com

伊藤木材㈱ 伊藤一郎 桜井市戒重414-3 0744-42-3446 0744-42-5195

乾木材 乾　猶蔵 天理市武蔵町337 0743-66-1354 0743-66-3461 杉・桧建築用材

今西木材 今西義正 吉野郡吉野町三津62 0744-46-4233 0744-49-6670 素材生産・森林管理 www.yoshino.jpn.org

岩本木材㈱ 岩本　力 桜井市吉備561 0744-45-0138 0744-42-3104

ウ 上平製材所 上平道夫 桜井市戒重421 0744-43-5545 0744-43-5545

ウラベ木材工業 卜部能尚 桜井市阿部527 0744-42-2688 0744-45-4378 製材業（米栂、米松）

オ ㈲オオタ 太田善久 桜井市阿部624 0744-42-6645 0744-45-5266

岡田木材㈱ 岡田重徳 桜井市桜井18 　　　0744-22-0683 0744-45-3274

奥進商店 奥谷晴功 桜井市忍阪56 0744-42-2769 0744-42-2769

奥谷木材 奥谷光弘 桜井市谷45 0744-42-2680 0744-42-2680

尾上雅一 桜井市谷92-3 0744-42-2134 0744-43-2300

カ 笠谷商店 笠谷　昇 天理市檜垣町730 0743-67-0229 0743-67-0229

㈱梶谷集成材 梶谷忠右 天理市西長柄町276 0743-67-3339 0743-67-3336

㈱金幸 井上幸信 桜井市吉備556 0744-43-2473 0744-46-1595 大型木造建築用材 http://kanekoh.jp/

㈱カネヨ 岩本　亨 天理市西長柄町514 0743-67-0155 0743-66-2814
米杉・ガーデニング用材・米杉造作材・米杉別挽注文材・造作用集成材
（米杉・米栂・ホワイトウッド・ラジアタパイン）

　　　〃 岩本　尚 　　　　　　〃 〃　 〃

キ 岸本久夫商店 岸本久太郎 橿原市石原田町268 0744-22-3176 0744-22-3176

ク 久保木材商店 久保房幸 桜井市三輪馬場方787 0744-42-4347 0744-42-3606

コ 小島木材 小島保信 桜井市粟殿22 0744-42-3895 0728-23-6093

サ 坂利木材天理工場 坂口勝美 天理市西長柄町676 0743-67-0132 0743-66-2807 杉製品・建築用一式

坂利木材工業㈱ 坂口勝美 天理市西長柄町676 0743-67-0128 0743-67-2501 桧建築用材一式

桜井木材市場㈱ 谷奥忠嗣 桜井市生田713-1
市場　0744-42-3235
市売部0744-46-9539

市場0744-45-5971
市売部0744-46-9571

桜井木材天理団地（協） 谷奥忠嗣 天理市西長柄町500 0743-67-0111 0743-67-0113 共同販売・金融・不動産管理

佐藤木材㈱ 佐藤典嗣 天理市新泉町芝田378 0743-66-2727 0743-67-2223

シ ㈱　渋谷 渋谷守浩 桜井市外山186-1 0744-43-1567 0744-45-1915
建具材全般・銘木ＥＷ.内地古材・外材古材全般　　　　総合建設業
（一般・木造住宅の設計施工他） http://www.shibutani-group.co.jp

新和材木店 田口宜明 桜井市安倍木材団地2-2-2 0744-42-3401 0744-42-3403 米松・内地松・別注挽
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ス ㈱菅生 菅生康清 桜井市生田713-1 0744-43-7700 0744-43-1578

タ 谷上製材所 谷上英生 高市郡明日香村岡378-1 0744-54-3229 0744-54-3280

谷一木材㈱ 谷奥康太 天理市西長柄町680 0743-67-0126 0743-67-0127 構造用集成材及び不燃木材の製造・販売 http://www.taniichi-lumber.com

ツ 辻和木材 辻本和央 桜井市谷300 0744-42-2131 0744-42-2668 桧の柱・フローリング

辻本木材産業㈱ 辻本恵宥 桜井市谷312-9 0744-42-3245 0744-45-1617

躑井木材㈱ 躑井啓子 桜井市桜井125-6 0744-42-3393 0744-46-9016 不動産管理賃貸

鶴谷木材 鶴谷裕康 桜井市安倍木材団地2-4-14 0744-42-2986 0744-42-0844

テ 天理集成材㈱ 梶谷佳彦 天理市西長柄町710 0743-67-0136 0743-66-2816

ト 伴山材木店 伴山　繁 橿原市田中町69-8 0744-23-3870 0744-23-3870

ナ 中井製材所 中井健晴 桜井市阿部528 0744-42-3630 0744-42-3630 桧柱角材・造作材

中井木材 中井武信 桜井市大泉23-4 0744-42-6658 0744-42-3265

中尾木材商店 中尾博司 桜井市安倍木材団地2-10-5 0744-48-3674 0744-48-3675 国産桧・柱・造作材

㈲中林平蔵商店 中林　徹 桜井市安倍木材団地2-9-3 0744-43-8001 0744-43-7481 桧・長押・割角・板ets.

中西木材 中西廣成 橿原市出垣内町18-1 0744-23-0474 0744-23-0412

奈良県銘木協同組合 貝本博幸 桜井市生田713-1 0744-42-0557 0744-42-0511 木材市売（原木・製品） http://www.nara-meikyou.com/

二 西垣林業㈱ 西垣雅史 桜井市戒重137 0744-46-3939 0744-46-3922 木材市場、製材、輸入販売、山林経営、建築請負 http://www.nishigaki-lumber.co.jp

西垣雅史 桜井市戒重111-2 0744-46-3939 0744-46-3922

西辻木材 西辻博文 桜井市朝倉台西8-108-45 0744-43-9068 0744-46-2702

西常商店 西　康雄 磯城郡田原本町味間124 0744-33-4321 0744-33-4322 桧柱角、造作材

西本材木店 松村恭孝 桜井市橋本1 0744-42-3487 0744-45-2544 一般建築材／建材

ヌ ソニアスポーツ 抜井祥全 桜井市箸中820-1 0744-43-0123

ハ 林木材 林　保行 橿原市東池尻町144 0744-22-5345 0744-22-5311

ヒ ㈱東野商店 東野清彦 桜井市慈恩寺73 0744-42-3510 0744-42-1221

㈱ヒノキ 松本辰雄 橿原市膳夫町134-3 0744-23-6671 0744-24-2368

平田木材 平田善彦 奈良市三条桧町16-4-303 0742-93-8981 0742-93-8982

平野木材 平野雅則 橿原市見瀬町677-1 0744-28-0919 0744-28-0919

フ ㈱福辻商店 福辻昭八 桜井市粟殿167-3 0744-42-2631 0744-42-6359 一般建築材・製造販売・山林業

マ ㈱松田商店 松田充平 桜井市脇本517 0744-45-2550 0744-45-3790

松本木材 松本善行 橿原市膳夫町143-3 0744-23-9787 0744-23-9779

松本木材工業㈱ 松本由起子 桜井市外山99 0744-43-5551 0744-43-5553

松本林業 松本直樹 東京都中央区晴海2-3-2ティアロレジデンス2804 03-6332-8894

丸清木材㈲ 中尾義勝 桜井市吉備532-1 0744-43-6788 0744-42-1661 当社は『吉野檜』をこだわりの目ききで厳選し製材しております。 http://www.begin.or.jp/~marusei/

（有）丸屋商事 平井　啓子 橿原市小房町5-9

丸義木材 興梠義憲 天理市檜垣町126 0743-67-0746 0743-67-0754



ミ 三谷とし子 大和高田市根成柿227 0745-53-1933 0745-53-1933

ム 村上木材 村上太一 桜井市大西35-1 0744-42-4113 0744-42-4156 桧・別注材 http://www.marukane-style.com

モ ㈱森口製材所 森口　浩 桜井市安倍木材団地2-6-1 0744-46-2028 0744-46-2027 杉造作材・一般建築材

森田木材 森田　進 桜井市大泉559-1 0744-43-7881 0744-43-7882 桧材専門

森本木材 森本　司 桜井市鹿路91-2 0744-49-0017 0744-49-0017 素材生産・銘木業

ヤ 柳原木材 柳原憲次 橿原市山之坊町333-2 0744-22-3618 0744-22-3618

山下木材 山下光雄 桜井市谷45-4 0744-42-2471 0744-42-2372

㈱山末 山本典央 天理市西長柄町515 0743-67-0130 0743-67-2349

山口木材 山口忠秀 桜井市東新堂20 0744-42-5747 0744-42-9871

山口木材㈱ 山口隆司 桜井市東新堂546 0744-42-2530 0744-43-2760

㈱山口裕康商店 山口忠弘 桜井市谷303-1 0744-43-2221 0744-43-2223 型枠・土木・仮設資材・一般建築材の販売 http://www.sangi-ashibaita.com/

山幸木材 榊原祥晃 桜井市吉備305 0744-42-3389 0744-42-6801

ヨ ㈱ヨコタニ 横谷　昭 桜井市桜井125-5 0744-42-2784 0744-42-9524 銘木・不燃木材・準不燃木材 http://homepage3.nifty.com/meimoku/

吉田製材㈱ 吉田敦彦 桜井市吉備557 0744-42-2124 0744-45-4766 柱・フローリング・羽目板・造作材 www.yoshidaseizai.co.jp

芳山木材 芳山年光 高市郡明日香村岡63 0744-54-2016 0744-54-2016
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中村木工㈱ 中村輝昭 桜井市吉備239-1 0744-45-1600 0744-45-3959

山三林業㈱ 山本貴永 桜井市桜井1259-1　エルト桜井805 0744-46-2277 0744-46-2211 集成材

㈱ホーテック 堀内嘉久 桜井市安倍木材団地2-3-1 0744-44--6100 0744-44-6105 木材加工製品の製造販売業 http://www.hootec.jp


