林産物外国認定工場一覧
2017年1月5日更新
認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

ノーボード株式会社

カナダ・アルバータ州 グランド・プ
レーリ市 40番ハイウェイ19km南

ノーボード株式会社

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ワ
ン・ハンドレッド・マイル・ハウス市エク ・構造用パネル
スター・ロード

メドウ・レイク（OSB） リミ
テッド・パートナーシップ

カナダ・サスカチュワン州メドウ・レイ
ク市 南55番ハイウェイ12KM南 マ ・構造用パネル
チーニード・ロード698番ハイウェイ

・構造用パネル

認定に係る工場
名 称
ノーボード株式会社
グランド・プレーリ構造用
パネル工場

所 在 地
カナダ・アルバータ州 グランド・プ
レーリ市 40番ハイウェイ19km南

認定年月日

認定機関名

平成27年5月4日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ワ
ノーボード株式会社
ワン・ハンドレッド・マイル・ ン・ハンドレッド・マイル・ハウス市エク
スター・ロード
ハウス工場

平成27年5月4日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

メドウ・レイク（OSB） リミ
テッド・パートナーシップ
メドウ・レイク構造用パネ
ル工場

平成20年5月28日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

平成20年8月4日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

カナダ・サスカチュワン州メドウ・レイ
ク市 南55番ハイウェイ12KM南 マ
チーニード・ロード698番ハイウェイ

アメリカ合衆国 ワシントン州 ワ
カルバート・カンパニー・イ
シューガル市 トルーマン・ロード
ンコーポレイテッド
3559番地

・構造用集成材

カルバート・カンパニー・イ
アメリカ合衆国 ワシントン州 ワ
ンコーポレイテッド ワ
シューガル市 トルーマン・ロード
シューガル構造用集成材
3559番地
工場

ストラクチュラム・プロダク
カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
ツ・リミテッド・パートナー
ガバンメント通り2176番V2A 8B5
シップ

構造用集成材

ストラクチュラム・プロダク
カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
ツ・リミテッド・パートナー
ガバンメント通り2176番V2A 8B5
シップ ペンティクトン工場

平成21年2月19日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

ハーデル・ミューチュアル・
アメリカ合衆国 ワシントン州 シェヘ
・構造用合板
プライウッド・コーポレー
イレス市 マウリン・ロード143番地
ション

ハーデル・ミューチュアル・
プライウッド・コーポレー
アメリカ合衆国 ワシントン州 シェヘ
ション シェヘイレス構造 イレス市 マウリン・ロード143番地
用合板工場

平成21年2月19日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

D.R.ジョンソン・ランバー・カ アメリカ合衆国 オレゴン州 リッダル
・構造用集成材
ンパニー
市 プルナー・ロード1991番地

D.R.ジョンソン・ランバー・カ
アメリカ合衆国 オレゴン州 リッダル
APA-エンジニアード・
平成21年2月20日
ンパニー リッダル構造用
市 プルナー・ロード1991番地
ウッド協会
集成材工場

ウェスタン・ストラクチャー
ズ・インコーポレィテッド

アメリカ合衆国 オレゴン州 ユー
ジーン市 ベイリーヒル・ロード1381番 ・構造用集成材
地

ウェスタン・ストラクチャー
ズ・インコーポレィテッド
ウェスタン・ストラクチャー
ズ構造用集成材工場
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アメリカ合衆国 オレゴン州 ユー
APA-エンジニアード・
ジーン市 ベイリーヒル・ロード1381番 平成21年2月20日
ウッド協会
地

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

316291アルバータ・リミティ
カナダ アルバータ州 エドモントン市 ・構造用集成材
ド・ウエスタン アーチリブ

316291アルバータ・リミティ
カナダ アルバータ州 エドモントン市
APA-エンジニアード・
平成21年2月25日
ド・ウエスタン アーチリブ
92アベニュー4315
ウッド協会
エドモントン工場

ストラクチュラム・プロダク カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
ツ・リミテット・パートナー ペンティクトン市 ガバンメント通り
シップ
2176番 V2A 8B5

ストラクチュラム・プロダク
ツ・リミテット・パートナー カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
シップ オカナガン・ファル メイポル通り 1675番 V0H 1R0
ズ工場

平成21年9月8日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

・構造用集成材

ポトラチ・コーポレーション

アメリカ合衆国 アイダホ州 セイント
・構造用合板
メリーズ市 レイルロード通り 2200

ポトラチ・コーポレーション
アメリカ合衆国 アイダホ州 セイント
セイントメリーズ構造用合
メリーズ市 レイルロード通り 2200
板工場

平成23年4月15日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

マーフィー・カンパニー

アメリカ合衆国 オレゴン州 ユー
ジーン市 プレーリ・ロード2350番地

・構造用合板

マーフィー・プライウッド
アメリカ合衆国 オレゴン州 ローグ・
ローグ・リバー構造用合板
リバー市 北リバー・ロード5205番
工場

平成23年5月25日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

アメリカ合衆国 オレゴン州 グレン
スワソン・グループ有限責
デール市 グレンデール・バレー・
任会社
ロード2695番地

・構造用合板

スワソン・グループ有限責
アメリカ合衆国 オレゴン州 グレン
任会社 グレンデール構
デール市 ルーベン・ロード421番
造用合板工場

平成23年5月26日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

マーフィー・エンジニアー
ド・ウッド

・構造用単板積層材

マーフィー・エンジニアー アメリカ合衆国 オレゴン州 サザー
ド・ウッド サザーリン構造 リン市 西セントラル通り 412番地
用単板積層材工場
97402

平成23年7月19日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

アメリカ合衆国 オレゴン州 ディラー
ローズバーグ・フォレスト・
ド市 オールド・ハイウェイ99南、
・構造用合板
プロダクツ・カンパニー
10599番

ローズバーグ・フォレスト・ アメリカ合衆国 オレゴン州 コキー
プロダクツ・カンパニー コ ル市 サウス・シダー・ポイント・ロー
キール構造用合板工場
ド、451番

平成23年7月22日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

サボナ・スペシャルティー・ カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州サ
プライウッド・カンパニー
ボナ市 カムループス・レイク・ドライ ・構造用合板
Ltd.
ブ 7273番地

サボナ・スペシャルティー・ カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州サ
APA-エンジニアード・
プライウッド・カンパニー
ボナ市 カムループス・レイク・ドライ
平成23年8月30日
ウッド協会
Ltd.
ブ 7273番地

ティンバー・プロダクツ・カ
ンパニー有限責任会社

ティンバー・プロダクツ・カ
ンパニー有限責任会社
アメリカ合衆国 オレゴン州 グラン
グランツ・パス構造用合板 ツ・パス市 東南Ｍ番通り、1090番地
工場

アメリカ合衆国 オレゴン州 サザー
リン市

アメリカ合衆国 オレゴン州 スプリン
・構造用合板
グフィールド市 南4番通り、305番地
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平成23年10月3日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

トルコ・インダストリーズ・リ カナダ ブリテッシュ・コロンビア州
ミテｯド
ヴァーノン市２８通り３０００番地

・構造用合板

トルコ・インダストリーズ・リ カナダ ブリテッシュ・コロンビア州
ミテｯド アームストロング アームストロング市オッター・レイク
構造用合板工場
クロッシング・ロード８４４番地

平成25年10月31日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

トルコ・インダストリーズ・リ カナダ ブリテッシュ・コロンビア州
ミテｯド
ヴァーノン市２８通り３０００番地

・構造用合板

トルコ・インダストリーズ・リ カナダ ブリテッシュ・コロンビア州 カ
ミテｯド ヘフレイクリーク ムループス市５ハイウェイ・ノース６２
構造用合板工場
７５番地

平成25年12月10日

APA-エンジニアード・
ウッド協会

カナダ ブリテッシュ・コロンビア州 カ
ヌートランスカナダハイウェイ８１６０ 平成26年8月11日
番地

APA-エンジニアード・
ウッド協会

トンプソン リバー ベニア カナダ ブリティッシュコロンビア州
・構造用合板
プロダクツ リミテッド
カムループス ダラス ドライブ 8405

トンプソン リバー ベニア カナダ ブリティッシュコロンビア州
平成27年7月22日
プロダクツ リミテッド
カムループス ダラス ドライブ 8405

APA-エンジニアード・
ウッド協会

カナダ ブリテッシュコロンビア州
リッチモンド市 バルカンウェイ 13911 ・構造用合板
番地V6V １K7

リッチモンド プライウッド
カナダ ブリテッシュコロンビア州
コーポレーションLTｄ
リッチモンド市 バルカンウェイ 13911 平成27年8月28日
リッチモンド構造用合板工
番地V6V １K7
場

APA-エンジニアード・
ウッド協会

カヌー・フォレストプロダッ
クツ・リミティド

リッチモンド プライウッド
コーポレーションLTｄ

カナダ ブリテッシュ・コロンビア州 カ
ヌートランスカナダハイウェイ８１６０ ・構造用合板
番地

クラウスナー ホルツ チュ
ドイツ共和国 サールブルク
リンゲン株式会社

カヌー・フォレストプロダッ
クツ・リミティドカヌー構造
用合板工場

クラウスナー ホルツ チュ
ドイツ共和国 サールブルク
リンゲン株式会社

平成19年2月12日

CMSA

シュバイホファー木材工業 ドイツ共和国 コダースドルフ インダ
・枠組壁工法構造用製材
有限会社
ストリエストラーベ１

シュバイホファー木材工業 ドイツ共和国 コダースドルフ インダ
有限会社
ストリエストラーベ１

平成27年10月5日

CMSA

ヴィーダ株式会社

ヴィーダ株式会社アーシュ
スウェーデン王国 アーシュルト
ルト工場

平成18年12月14日

CMSA

平成19年8月1日

CMSA

スウェーデン王国 アルヴェスタ

・枠組壁工法構造用製材

・枠組壁工法構造用製材

三井ホーム カナダ 株式 カナダ ブリティッシュ コロンビア州
・枠組壁工法構造用製材
会社
ラングレー，94A アベニュー 19680

三井ホーム カナダ 株式 カナダ ブリティッシュ コロンビア州
会社
ラングレー，94A アベニュー 19707
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

ダリアン バオーイ トリー
中華人民共和国大連市甘井子区后
ティド ウッド カンパニー
革街 315号
リミティド

・単層フローリング
・複合フローリング

ダリアン バオーイ トリー
中華人民共和国大連市甘井子区后
ティド ウッド カンパニー
革街 315号
リミティド 工場

平成20年9月8日

CMSA

カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
ウェスト フレーザー ミル
バンクーバー ビーティー通り 858ズ リミティド
501

・枠組壁工法構造用製材

ウェスト フレーザー ミル
カナダ アルバータ州 サンドリー
ズ リミティド サンドリー
バッグ 1 ハイウエー584
フォレストプロダクツ

平成21年2月25日

CMSA

大連双華永欣木業有限公 中華人民共和国遼寧省瓦房店市西
司
郊工業大街42号

・構造用集成材

大連双華永欣木業有限公 中華人民共和国遼寧省瓦房店市西
司工場
郊工業大街42号

平成21年3月20日

CMSA

大連愛多利商貿有限公司

中華人民共和国遼寧省大連市経済
技術開発区得勝

・造作用集成材

大連愛多利商貿有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市経済
工場
技術開発区得勝

平成21年4月1日

CMSA

信品板業（東莞）有限公司

中華人民共和国広東省東莞市大嶺
山鎮百花洞村

中華人民共和国広東省東莞市大嶺
山鎮百花洞村

平成21年6月19日

CMSA

大連愛多利商貿有限公司

中華人民共和国遼寧省大連市経済
技術開発区得勝

・単層フローリング

大連愛多利商貿有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市経済
工場
技術開発区得勝

平成22年7月9日

CMSA

大連愛多利商貿有限公司

中華人民共和国遼寧省大連市経済
技術開発区得勝

・構造用集成材

大連愛多利商貿有限公司 中華人民共和国遼寧省大連市経済
工場
技術開発区得勝

平成22年8月10日

CMSA

大連金達木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
普湾新区 炮台鎮長嶺園

大連金達木業有限公司
工場

中華人民共和国 遼寧省 大連市
普湾新区 炮台鎮長嶺園

平成23年7月26日

CMSA

大連景特麗集成家居配套 中華人民共和国 遼寧省 大連市
有限公司 工場
旅順口区 三澗堡鎮許家窑村

平成23年8月26日

CMSA

大連景特麗集成家居配套 中華人民共和国 遼寧省 大連市
有限公司
旅順口区 三澗堡鎮許家窑村

・構造用集成材
信品板業（東莞）有限公司

・単層フローリング
・複合1種フローリング

・複合1種フローリング
・複合２種フローリング
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

チャイナ・パシフィック・ラミ 中華人民共和国 広東省 東莞市
ネーター
企石鎮鉄崗村江南路

農林物資の種類

・構造用集成材

認定に係る工場
名 称

所 在 地

チャイナ・パシフィック・ラミ 中華人民共和国 広東省 東莞市
ネーター 工場
企石鎮鉄崗村江南路

認定年月日

認定機関名

平成23年9月16日

CMSA

浙江藝之家地板有限公司

中華人民共和国 浙江省 嘉興市
・複合第１種フローリング
嘉善縣惠民街道外環東路3888号4幢 〈防虫を除く〉

浙江藝之家地板有限公司

中華人民共和国 浙江省 嘉興市
平成23年9月22日
嘉善縣惠民街道外環東路3888号4幢

CMSA

大連添亨木制品有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
甘井子区 營城子鎮營旭路21号

・単層フローリング
・複合1種フローリング

大連添亨木制品有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
甘井子区 營城子鎮營旭路21号

平成25年1月27日

CMSA

大連三林木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
金州区 三十里堡鎮北東村

・複合1種フローリング

大連三林木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
金州区 三十里堡鎮北東村

平成25年2月25日

CMSA

大連利千木業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普兰店
市太平办事处虫王庙社区

・単層フローリング
・複合1種フローリング
・複合２種フローリング

大連利千木業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普兰店
市太平办事处虫王庙社区

平成25年7月3日

CMSA

大連佳暉木業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普兰店
市太平办事处柳家社区

・単層フローリング
・複合1種フローリング
・複合２種フローリング

大連佳暉木業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普兰店
市太平办事处柳家社区

平成25年6月25日

CMSA

四平市経済開発区双合木 中華人民共和国吉林省四平市铁东
平成25年7月15日
製品工場
区长发大路25号

CMSA

四平市経済開発区双合木 中華人民共和国吉林省四平市铁东
・造作用集成材
製品工場
区长发大路25号

上海偉佳家具有限公司

中国上海市浦東新区東海農場桃園
路66号

綏芬河遠東万達木業有限 中華人民共和国黒竜江省牡丹江市
公司
綏芬河市綜合保税区内

中国上海市浦東新区東海農場桃園
路66号

・複合フローリング

上海偉佳家具有限公司

・造作用集成材

綏芬河遠東万達木業有限 中華人民共和国黒竜江省牡丹江市
公司
綏芬河市綜合保税区内
5 / 30 ページ

平成26年4月7日

CMSA

平成25年10月10日

CMSA

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

大連生雨科技開発有限公 中華人民共和国 遼寧省 大連市
・複合フローリング
司
旅順経済開発区 江西街道 山沟村

認定に係る工場
名 称

所 在 地

CMSA

CMSA

中華人民共和国 遼寧省 大連市
金州区 金東路229号

・単層フローリング
・複合フローリング

大連金達木業有限公司
工場

中華人民共和国 遼寧省 大連市
金州区 金東路229号

大連明龍木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
保税区 二十里 堡鎮前 半拉山村

・複合フローリング

大連明龍木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 大連市
保税区 二十里 堡鎮前 半拉山村

台湾 雲林県 斗六市 科加路38号

・複合フローリング

ドイツ ランツベルク

・枠組壁工法構造用製材

イリムティンバーバヴァリ
ア(株)

HWNホルツヴェルケ ノルト ドイツ ウィスマー ２３９７０ Amハッフ
・枠組壁工法構造用製材
(株)
フィールド

認定機関名

2014/6/20
大連生雨科技開発有限公 中華人民共和国 遼寧省 大連市
(2016年11月2日変
司
旅順経済開発区 江西街道 山沟村
更)

大連金達木業有限公司

誌懋股份有限公司

認定年月日

誌懋股份有限公司

イリムティンバーバヴァリ
ア(株)

平成26年6月20日

平成26年8月22日

CMSA

台湾 雲林県 斗六市 科加路38号

平成26年9月10日

CMSA

ドイツ ランツベルク

平成27年6月22日

CMSA

平成27年6月22日

CMSA

HWNホルツヴェルケ ノルト ドイツ ウィスマー ２３９７０ Amハッフ
(株)
フィールド

中華人民共和国浙江省嘉善県魏塘
街道恒興路３８号

・複合フローリング

浙江裕華木業有限公司

中華人民共和国浙江省嘉善県魏塘
街道恒興路３８号

平成27年1月30日

CMSA

ベトナム ビンズオン省 トゥーザウ
ヴ ウィー プロダクション
モット市 フォウダン坊 ソンタン３工
カンパニー(株)
業団地 2番通り１４号

・単層フローリング
・複合フローリング

ベトナム ビンズオン省 トゥーザウ
ヴ ウィー プロダクション
モット市 フォウダン坊 ソンタン３工
カンパニー(株)
業団地 2番通り１４号

平成27年11月12日

CMSA

中華人民共和国上海市大連路1288
弄6号2002室

・複合フローリング

ロードパーケット(株)浙江
国联地板有限公司

平成28年2月25日

CMSA

浙江裕華木業有限公司

ロードパーケット(株)
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中華人民共和国浙江省湖州市德清
县武康镇北湖西街289号

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

河南共立浩宇木業有限公 中華人民共和国河南省蘭考県（開封
・集成材
司
市）

河南共立浩宇木業有限公 中華人民共和国河南省蘭考県（開封
平成28年3月31日
司
市）

CMSA

绥芬河市松林国際貿易有
中華人民共和国黒龍江省绥芬河市
限公司

・合板

绥芬河市松林国際貿易有
中華人民共和国吉林省安図県明月
限公司-佰山東北（延辺）
鎮明安街276号 133600
木業有限公司

平成28年7月18日

CMSA

湖州悦錦閣木業有限公司

中華人民共和国 浙江省 徳清県 武
康鎮曲園北路1038号

・フローリング

湖州悦錦閣木業有限公司

中華人民共和国 浙江省 徳清県 武
康鎮曲園北路1038号

平成28年8月22日

CMSA

佳暉控股有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普蘭店
市太平弁事処柳家社区

・フローリング

佳暉控股有限公司

中華人民共和国遼寧省大連普蘭店
市太平弁事処柳家社区

平成28年8月17日

CMSA

ネルソン パイン インダス ニュージーランド ネルソン リッチモ
トリーズ リミテッド
ンド ロワー クイーン ストリート

平成19年9月28日

EWPA

ジュウケン ニュージーラ
ンド リミテッド イースト
コースト工場

ニュージーランド マタウエロ マクド
ナルド ロード 74

平成20年1月31日

EWPA

カーター・ホルト・ハーベ
ニュージーランド サウスマーズデン
・構造用単板積層材
イ・リミティド フューチャー
ポイント ラマ通り
ビルド

カーター・ホルト・ハーベ
イ・リミティド フューチャー ニュージーランド サウスマーズデン
ビルド マーズデンポイント ポイント ラマ通り
工場

平成20年4月23日

EWPA

ジュウケン・ニュージーラン
ニュージーランド マスタートン ノー
ド・リミテッド ワイララパ工
フォーク通り
場

ジュウケン・ニュージーラン
ニュージーランド マスタートン ノー
ド・リミテッド ワイララパ工
フォーク通り
場

平成23年7月25日

EWPA

ネルソン パイン インダス ニュージーランド ネルソン リッチモ
・構造用単板積層材
トリーズ リミテッド
ンド ロワー クイーン ストリート

ジュウケン ニュージーラ
ンド リミテッド

アナイカ・ウッド社

・構造用合板
ニュージーランド マタウエロ マクド
・普通合板
ナルド ロード 74
・構造用単板積層材

・構造用単板積層材

フィンランド共和国リエクサ町ケヴェト
・構造用集成材
ニエミ

アナイカ・ウッド社リエクサ フィンランド共和国リエクサ町ケヴェト
平成18年7月20日
工場
ニエミ
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ＮＴＩ

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

ストーラ・エンソ・エースティ
エストニア共和国 ヤルヴァマーコン
・構造用集成材
株式会社 イマベレ・ビー
ド、イマベレヴォルト
ム工場

ストーラ・エンソ・エースティ
エストニア共和国 ヤルヴァマーコン
株式会社 イマベレ・ビー
ド、イマベレヴォルト
ム工場

平成18年10月23日

ＮＴＩ

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット
オリスス通り60番地

・枠組壁工法構造用製材

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット工場
オリスス通り60番地

平成19年1月5日

ＮＴＩ

ストーラ・エンソ・ウッドプロ
ダクツ有限会社ブラント工 オーストリア共和国 ブラント町44
場

・構造用集成材

ストーラ・エンソ・ウッドプロ
ダクツ有限会社ブラント工 オーストリア共和国 ブラント町44
場

平成19年1月9日

ＮＴＩ

ストーラ・エンソ・ウッドプロ オーストリア共和国 イップス アン・
ダクツ有限会社イップス工 デル・ドナウ バーンホッフストラーセ ・構造用集成材
場
31

ストーラ・エンソ・ウッドプロ オーストリア共和国 イップス アン・
ダクツ有限会社イップス工 デル・ドナウ バーンホッフストラーセ
場
31

平成19年1月10日

ＮＴＩ

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット
オリスス通り60番地

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット工場
オリスス通り60番地

平成19年6月11日

ＮＴＩ

ベルソウッド株式会社ヘイ フィンランド共和国ヘイノラ市ターチニ
平成19年7月10日
ノラ・ユニット工場
メンティ3番地

ＮＴＩ

アナイカ・ウッド社キーテリ フィンランド共和国キーテリスバアー
スバアーラ工場
ラ、ハマスラデンティエ 172

平成19年7月13日

ＮＴＩ

セトラ トレボール 株式会 スウェーデン王国 ロングスヒュッタン
・構造用集成材
社
町

セトラトレボール株式会社 スウェーデン王国 ロングスヒュッタン
平成19年10月2日
ロングスヒッタン工場
町

ＮＴＩ

ダブリュ・ピー グルーラム スウェーデン王国 ユンガヴェルク、
株式会社
インドゥストリー区域

ダブリュ・ピー グルーラム スウェーデン王国 ユンガヴェルク、
株式会社 工場
インドゥストリー区域

ＮＴＩ

・構造用集成材

ベルソウッド株式会社ヘイ フィンランド共和国ヘイノラ市ターチニ
・構造用集成材
ノラ・ユニット
メンティ3番地

アナイカ・ウッド社

フィンランド共和国リエクサ町ケヴェト
・構造用集成材
ニエミ

・構造用集成材
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平成19年12月12日

認定を受けた者
名

称

ケイテレ・ウッド・プロダク
ツ 株式会社

所 在 地

フィンランド共和国ケイテレ、テオリス
・構造用集成材
ス通り

認定に係る工場
名 称
ケイテレ・ウッド・プロダク
ツ 株式会社 工場

所 在 地
フィンランド共和国ケイテレ、テオリス
ス通り

認定年月日

認定機関名

平成20年2月20日

ＮＴＩ

・構造用集成材

ホルツヴェルケ・ブリンゲ
ドイツ連邦共和国 ヴェルデル・ノイ
ル・エクスポート有限会社
ルッピン
工場

平成21年2月24日

ＮＴＩ

ドイツ連邦共和国 ヴィスマル市 ア
・構造用集成材
ム・トルネイ 14

ヒュッテマン・ヴィスマル社 ドイツ連邦共和国 ヴィスマル市 ア
工場
ム・トルネイ 14

平成21年2月25日

ＮＴＩ

ホルツヴェルケ・ブリンゲ ドイツ連邦共和国 ヴェルデル・ノイ
ル・エクスポート有限会社 ルッピン

ヒュッテマン・ヴィスマル社

農林物資の種類

ホルツインダストリー・シュ
ヴァイグホーファー有限会 ルーマニア スチャバ市ラダウツィ
社

・構造用集成材

ホルツインダストリー・シュ
ヴァイグホーファー有限会 ルーマニア スチャバ市ラダウツィ
社 工場

平成21年3月20日

ＮＴＩ

ベリィクヴィスト インション
スウェーデン共和国 インション
株式会社

・枠組壁工法構造用製材

ベリィクヴィスト インション
スウェーデン共和国 インション
株式会社

平成22年9月9日

ＮＴＩ

ハルバット・ハントロース株 オーストリア共和国 トラグヴァイン町
・構造用集成材
式会社
スシュールシュトラーセ20

ハルバット・ハントロース株 オーストリア共和国 トラグヴァイン町
平成24年12月17日
式会社 工場
スシュールシュトラーセ20

ラメコ LHT Oy

フィンランド共和国バルッパイスヤル
・構造用集成材
ビヒルシティー1

ラメコ LHT Oy

ビンデンホルツ有限責任
会社

オーストリア共和国チロル、イェン
バック、ティワグ通り3

・構造用集成材

ビンデンホルツ有限責任
オーストリア共和国チロル、イェン
会社ブレットシッヒトホルツ
バック、ティワグ通り3
ベルク工場

ノードラム ゲーエムベー
ハー

ドイツ連邦共和国 マグデブルグ

・構造用集成材

ノードラム ゲーエムベー
ハー
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フィンランド共和国バルッパイスヤル
ビヒルシティー1

ドイツ連邦共和国 マグデブルグ

ＮＴＩ

平成25年4月12日

ＮＴＩ

平成25年7月4日

ＮＴＩ

平成26年11月13日

ＮＴＩ

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

ボワ・エ・シアージュ・ド・ス フランス共和国スニー・シュル・ロワー
・構造用集成材
ニー社
ル

ボワ・エ・シアージュ・ド・ス フランス共和国スニー・シュル・ロワー
平成26年12月19日
ニー工場
ル

ＮＴＩ

ケイテレ・ウッド・プロダク
ツ 株式会社ケーミヤルビ フィンランド共和国ケーミヤビル
工場

・構造用集成材

ケイテレ・ウッド・プロダク
ツ 株式会社ケーミヤルビ フィンランド共和国ケーミヤビル
工場

平成27年10月12日

ＮＴＩ

ドナウゼーゲ・ルンプルマ
オーストリア共和国エンスAT-4470
イヤ有限会社

・枠組壁工法構造用製材

ドナウゼーゲ・ルンプルマ
オーストリア共和国エンスAT-4470
イヤ有限会社ルル工場

平成27年11月10日

ＮＴＩ

・直交集成板

KLH マッシブホルツ

オーストリア共和国 トイフェンバッハ
カッツ

平成28年5月19日

ＮＴＩ

・構造用集成材

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット工場
オリスス通り60番地

平成28年6月1日

ＮＴＩ

KLH マッシブホルツ

オーストリア共和国 トイフェンバッハ
カッツ

ベルソウッド株式会社ヴィ フィンランド共和国ヴィエルメキ町テ
エルメキ・ユニット
オリスス通り60番地

エイチ．アール．ディー．シ
フィリッピン共和国カビテ州ロサリオ
エイチ．アール．ディー．シ フィリッピン共和国カビテ州ロサリオ ・構造用製材
ンガポール ピーティー
カビテ・エコノミックゾーン フェーズ４
ンガポール ピーティー
カビテ・エコノミックゾーン フェーズ１ ・機械等級区分構造用製材
イー エルティーディー社
エクスパンション ブロック２５ Ａ＆Ｂ
イー エルティーディー社 ブロック９ロット７
・枠組壁工法構造用製材
カビテ支店 フレーム工場

平成20年3月31日

一般社団法人 全国木
材検査・研究協会

・普通合板
マレーシア サラワク州 ミリ98000 ラ
マレーシア サラワク州 ミリ98000 ラン
・コンクリート型枠用合板、 シンヤン プライウッド株式
ンド地区 クアラバラム ブロック1
ド地区 クアラバラム ブロック1 ロット
・構造用合板
会社 工場
ロット463
463
・単板積層材

平成18年9月1日

（公財）日本合板検査会

シン ヤン プライウッド
株式会社

・普通合板
シンヤン プライウッド ビ マレーシア サラワク州 ビンツル ケメ
・コンクリート型枠用合板
ンツル株式会社
ナ工業団地 ブロック38 ロット813
・構造用合板

シンヤン プライウッド ビ マレーシア サラワク州 ビンツル ケメ
ンツル株式会社 工場
ナ工業団地 ブロック38 ロット813

平成18年9月1日

（公財）日本合板検査会

・普通合板
マレーシア サラワク州 ビンツル タタ
・コンクリート型枠用合板
ウ プアン地区 ブロック32 ロット555
・構造用合板

ゼッティ プライウッド 株式 マレーシア サラワク州 ビンツル タタ
会社 工場
ウ プアン地区 ブロック32 ロット555

平成18年9月1日

（公財）日本合板検査会

ゼッティ プライウッド株式
会社
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認定を受けた者
名

称

フォレスコム プライウッド
株式会社

所 在 地

農林物資の種類

・普通合板
マレーシア サラワク州 ビンツル ケメ
・コンクリート型枠用合板
ナ工業団地 ブロック38、ロット430
・構造用合板

サムリンプライウッド（ミリ） マレーシア サラワク州 ミリ市 クアラ
株式会社
バラム工業区 ブロック1,ロット818

・普通合板
・構造用合板
・コンクリート型枠用合板

認定に係る工場
名 称
フォレスコム プライウッド
株式会社 工場

所 在 地
マレーシア サラワク州 ビンツル ケメ
ナ工業団地 ブロック38,ロット430

サムリンプライウッド（ミリ） マレーシア サラワク州 ミリ市 クアラ
株式会社 ミリ工場
バラム工業区 ブロック1,ロット818

認定年月日

認定機関名

平成18年9月1日

（公財）日本合板検査会

平成18年9月1日

（公財）日本合板検査会

青島東洋木業有限公司

中華人民共和国 山東省青島市青島
経済技術開発区富源工業園１号路南 ・複合1種フローリング
側

青島東洋木業有限公司
工場

中華人民共和国 山東省青島市青島
経済技術開発区富源工業園１号路南 平成18年11月6日 （公財）日本合板検査会
側

サムリンプライウッド株式
会社 ビンツル工場

・普通合板
マレーシア サラワク州 ビンツル市 ク
・コンクリート型枠用合板
メナエ工業区 ブロック38 ロット367
・構造用合板

サムリンプライウッド株式
会社 ビンツル工場

マレーシア サラワク州 ビンツル市 ク
メナエ工業区 ブロック38 ロット367

平成19年1月12日 （公財）日本合板検査会

マレーシア サラワク州 シブ 96000
・普通合板
ジャヤ ティアサ プライウッ
ジャラン アッパー ラナン プサット
・コンクリート型枠用合板
ド株式会社
スリア ペルマタ1-9

ジャヤ ティアサ プライウッ マレーシア サラワク州 シブタンジュ
ド株式会社 第２工場
ン エンスライ

マレーシア サラワク州 シブ市
・普通合板
サンヤン ウッド インダスト
96000 サンヤン通り1番 サンヤンビ ・コンクリート型枠用合板
リーズ株式会社
ル ２６階
・構造用合板

サンヤン ウッド インダスト マレーシア サラワク州 シブ市 バタ
平成19年2月16日 （公財）日本合板検査会
リーズ株式会社 工場
ン ラジャン スンガイ ビンジェイ

中華人民共和国山東省青島市城陽
区南流路288号

カスペラマタ株式会社

マレーシア サバ州 タワウ市 ジャラ
・普通合板
ン タンジュン バツ８キロメートル ラ
・構造用合板
ダラーム木材加工団地

マレーシア サバ州 タワウ市 ジャラ
カスペラマタ株式会社 工
ン タンジュン バツ８キロメートル ラ 平成19年6月15日 （公財）日本合板検査会
場
ダラーム木材加工団地

カスペラマタ 株式会社

マレーシア サバ州 タワウ市 ジャラ
・コンクリート型枠用合板
ン タンジュン バツ8キロメートル ラ
・単板積層材
ダラーム木材加工団地

カスペラマタ 株式会社
工場

11 / 30 ページ

中華人民共和国山東省青島市城陽
区南流路299号

（公財）日本合板検査会

青島良木股份有限公司

・造作用集成材

青島良木股份有限公司
工場

平成19年2月5日

平成19年3月6日

（公財）日本合板検査会

マレーシア サバ州 タワウ市 ジャラ
ン タンジュン バツ8キロメートル ラ 平成19年10月17日 （公財）日本合板検査会
ダラーム木材加工団地

認定を受けた者
名

称

大建工業（寧波）有限公司

所 在 地
中華人民共和国浙江省余姚市泗門
鎮工業園区

農林物資の種類

・複合１種フローリング

マレーシア サラワク州 シブ市 ジャ ・普通合板
スブルティアサ合板 株式
ラン ウッパー ラナン プサット スリ ・コンクリート型枠用合板
会社
ア パルマタ 66-78
・構造用合板

認定に係る工場
名 称

所 在 地

大建工業（寧波）有限公司 中華人民共和国浙江省余姚市泗門
工場
鎮工業園区

認定年月日

認定機関名

平成20年3月31日 （公財）日本合板検査会

マレーシア サラワク州 シブ市 ウッ
スブルティアサ合板 株式 パー ラナン インダストリアル エス
平成20年3月31日 （公財）日本合板検査会
会社 工場
ティト スダン ランド ディストリック
ブロック16 ロット1495

大連東南工業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連市甘井
子区大連湾鎮8-229号

ケーンフィールド 株式会
社

マレーシア サラワク州 シブ市 ジャ ・普通合板
ラン ブジャン サンタン No.1 バン ・コンクリート型枠用合板
グナン ハン アン
・構造用合板

イクマジュ 株式会社

マレーシア サバ州 タワウ 91028
ジャラン ハジ カリム ロット6 セカ
ンドフロアー TB580

イクマジュ 株式会社

マレーシア サバ州 タワウ 91028
ジャラン ハジ カリム ロット6 セカ
ンドフロアー TB580

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・特殊加工化粧合板

マレーシア サバ州 タワウ モロタイ
イクマジュ 株式会社 合
ブサール ジャラン タナ メラ カン
平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会
板工場
ポン シンパン ティガ KM37

イクマジュ 株式会社

マレーシア サバ州 タワウ 91028
ジャラン ハジ カリム ロット6 セカ
ンドフロアー TB580

・造作用集成材

マレーシア サバ州 タワウ モロタイ
イクマジュ 株式会社 工
ブサール ジャラン タナ メラ カン
平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会
場
ポン シンパン ティガ KM37

イクマジュ 株式会社

マレーシア サバ州 タワウ 91028
ジャラン ハジ カリム ロット6 セカ
ンドフロアー TB580

・造作用単板積層材

マレーシア サバ州 タワウ モロタイ
イクマジュ 株式会社 合
ブサール ジャラン タナ メラ カン
平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会
板工場
ポン シンパン ティガ KM37

天津嘉成木業有限公司

中華人民共和国天津北辰経済開発
区雙辰西路7号

・造作用集成材

天津嘉成木業有限公司
第二工場

・構造用集成材

・フローリングボード
・複合1種フローリング
・複合2種フローリング

大連東南工業有限公司
工場

中華人民共和国遼寧省大連市甘井
子区大連湾鎮8-229号

平成20年8月25日 （公財）日本合板検査会

ケーンフィールド 株式会
社 工場

マレーシア サラワク州 ビンツル
97008 ケメナ工業団地 ブロック 38
ロット 146

平成20年9月16日 （公財）日本合板検査会

マレーシア サバ州 タワウ モロタイ
イクマジュ 株式会社 工
ブサール ジャラン タナ メラ カン
平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会
場
ポン シンパン ティガ KM37
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中華人民共和国天津北辰雙源工業
區雙江道56號

平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会

認定を受けた者
名

称

所 在 地

フィンランド ラミネーティッ フィンランド共和国 スオネンヨキ市
ド ティンバー 株式会社 イイスベシピーマンカトウ 4

農林物資の種類

・構造用集成材

認定に係る工場
名 称

所 在 地

フィンランド ラミネーティッ
フィンランド共和国 スオネンヨキ市
ド ティンバー 株式会社
イイスベシピーマンカトウ 4
スオネンヨキ工場

認定年月日

認定機関名

平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会

・普通合板、
クチンプライウッド 株式会 マレーシア サラワク州 クチン市 ペ
・コンクリート型枠用合板
社
ンディン通 スンガイクアプ 5415
・構造用合板

クチンプライウッド 株式会 マレーシア サラワク州 クチン市 ペ
平成20年10月6日 （公財）日本合板検査会
社 工場
ンディン通 スンガイクアプ 5415

・普通合板
リンシャンハオプライウッド マレーシア サラワク州 クチン市 デ
・コンクリート型枠用合板
株式会社 工場
マラウインダストリーパーク 7-699
・構造用合板

リンシャンハオプライウッド マレーシア サラワク州 クチン市 デ
平成20年11月28日 （公財）日本合板検査会
株式会社 工場
マラウインダストリーパーク 7-699

アリー・アフィラック・カンパ タイ国 パトゥンタニ ルアン バン
ニー・リミテッド
チャン スカピバン通り 4ﾑ-86

・造作用集成材
・複合２種フローリング

アリー・アフィラック・カンパ
タイ国 パトゥンタニ ルアン バン
ニー・リミテッド パトゥンタ
チャン スカピバン通り 4ﾑ-86
ニ工場

平成21年1月22日 （公財）日本合板検査会

・構造用集成材

大連双華木業有限公司
本社工場

中華人民共和国遼寧省大連市金州
区北九里

平成21年1月22日 （公財）日本合板検査会

平成21年1月30日 （公財）日本合板検査会

大連双華木業有限公司

中華人民共和国遼寧省大連市金州
区北九里

コシナール 株式会社

マレーシア サバ州 コタキナバル
・普通合板
88400 リカスベイ イスティアダット通
・コンクリート型枠用合板
り ウィスマペルインダストリアン ９
・構造用合板
階８号

コシナール 株式会社 ケ マレーシア サバ州 ケニンガウ ナ
ニンガウ工場
バワンロード 45km

ルアンウタイ・ウッド・イン
ダストリー 株式会社

タイ国 パトムタニ県 ラートルムケー
・複合２種フローリング
オ町 パトムタニ・バングレン通り
・造作用集成材
39-7

ルアンウタイ・ウッド・イン タイ国 パトムタニ県 ラートルムケー
ダストリー 株式会社 パト オ町 パトムタニ・バングレン通り
平成21年1月30日 （公財）日本合板検査会
ムタニ工場
39-7

チーワ インダストリーズ

マレーシア サラワク州 ビンツル ケ
メナ インダストリアル エスタ ロット ・特殊加工化粧合板
429 ブロック38

チーワ インダストリーズ
工場

フィリピン共和国 スービックベイフ
ジューケンサンギョウ（フィ リーポートゾーン2222 ボトン地区 ア ・構造用合板
リピン）コーポレーション
ルゴノット通り スービックテクノパー ・構造用単板積層材
ク ブロックG-1

マレーシア サラワク州 ビンツル ケ
メナ インダストリアル エスタ ロット 平成21年2月23日 （公財）日本合板検査会
429 ブロック38

フィリピン共和国 スービックベイフ
ジューケンサンギョウ（フィ
リーポートゾーン2222 ボトン地区 ア
平成21年2月23日 （公財）日本合板検査会
リピン）コーポレーション
ルゴノット通り スービックテクノパー
スービック工場
ク ブロックG-1
13 / 30 ページ

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

ユーピーエム・キュンメネ・ フィンランド共和国 ラハティ ニエメ
ウッド・オーワイ
ンカトゥ 16

・構造用合板

ユーピーエム・キュンメネ・
ウッド・オーワイ ペロス第 フィンランド共和国 ペロスニエミ
１合板工場

平成21年2月23日 （公財）日本合板検査会

メッツァリーット コーポラ
ティブ ウッド ケルト

・構造用単板積層材

メッツァリーット コーポラ
フィンランド共和国 ロヒヤ市 テフ
ティブ ウッド ケルト ロヒ
ターンカトウ 1
ヤ工場

平成21年2月23日 （公財）日本合板検査会

・構造用合板

メッツァリーット コーポラ
フィンランド共和国 スオラフティ市
ティブ ウッド プライウッド
ヴァネリテフターン カトウ 1
スオラフティ工場

平成21年2月23日 （公財）日本合板検査会

タ アン プライウッド株式 マレーシア サラワク州 シブ市 ビ
会社 工場
タット

平成21年2月27日 （公財）日本合板検査会

マレーシア サバ州 サンダカン市
W.D.T.79 ジャラン シノラ バツ サ
ピ KM11

平成21年2月27日 （公財）日本合板検査会

フィンランド共和国 ロヒヤ市 テフ
ターンカトウ 1

メッツァリーット コーポラ フィンランド共和国 スオラフティ市
ティブ ウッド プライウッド ヴァネリテフターン カトウ 1

・普通合板
タ アン プライウッド株式 マレーシア サラワク州 シブ市 ジャ ・コンクリート型枠用合板
会社
ラン ラワン No.6
・構造用合板
・造作用単板積層材

シノラ株式会社

マレーシア サバ州 サンダカン市
W.D.T.79 ジャラン シノラ バツ サ
ピ KM11

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板

シノラ株式会社 工場

・造作用集成材
中宏常晴家具（大連）有限 中華人民共和国 遼寧省大連市金州
・複合２種フローリング
公司
区龍水路15号
・複合３種フローリング

中宏常晴家具（大連）有限 中華人民共和国 遼寧省大連市金州
平成21年2月27日 （公財）日本合板検査会
公司 金州工場
区龍水路15号

エス ティー エス テクノ
ウッド

ロシア連邦 沿海地方 テルネイ県
プラスタン692152

・構造用集成材

エス ティー エス テクノ
ウッド 工場

ロシア連邦 沿海地方 テルネイ県
プラスタン692152

平成21年2月27日 （公財）日本合板検査会

ピー ティー エス ハード ロシア連邦 沿海地方 テルネイ県
ウッド
プラスタン692152

・造作用集成材

ピー ティー エス ハード ロシア連邦 沿海地方 テルネイ県
ウッド 工場
プラスタン692152

平成21年2月27日 （公財）日本合板検査会

フィリピン共和国スービックベイフリー
ジューケンサンギョウ（フィ ポートゾーン2222 ボトン地区アルゴ
・普通合板
リピン）コーポレーション
ノット通りスービックテクノパーク ブ
ロックG-1

フィリピン共和国スービックベイフリー
ジューケンサンギョウ（フィ
ポートゾーン2222 ボトン地区アルゴ
平成21年10月8日 （公財）日本合板検査会
リピン）コーポレーション
ノット通りスービックテクノパーク ブ
スービック工場
ロックG-1
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

大連龍盛木業有限公司

中華人民共和国遼寧省普蘭店市太
平工業園区唐坊社区

・複合１種フローリング

大連龍盛木業有限公司工 中華人民共和国遼寧省普蘭店市太
場
平工業園区唐坊社区

平成22年1月5日

（公財）日本合板検査会

大連龍盛木業有限公司

中華人民共和国遼寧省普蘭店市太
平工業園区唐坊社区

・フローリングボード
・フローリングブロック
・複合2種フローリング

大連龍盛木業有限公司
工場

中華人民共和国遼寧省普蘭店市太
平工業園区唐坊社区

平成22年7月2日

（公財）日本合板検査会

木材加工企業 エニセイ

660041 ロシア連邦 クラスノヤルス
ク州 クラスノヤルスク市スバボートヌ ・構造用集成材
イ大通り 66-A番 オフィス4-05

木材加工企業 エニセイ
ベリョーゾフカ工場

662520 ロシア連邦 クラスノヤルス
ク州 ベリョーゾフカ地区 ベリョーゾ
フカ村 トラクトヴァヤ通り87番

平成22年7月2日

（公財）日本合板検査会

中宏常晴家具（大連）有限 中華人民共和国 遼寧省大連市金州
・フローリングボード
公司
区龍水路15号

中宏常晴家具（大連）有限 中華人民共和国 遼寧省大連市金州
公司 金州工場
区龍水路15号

平成23年7月7日 （公財）日本合板検査会

阜新華栄木業有限公司

中華人民共和国 遼寧省 阜新市
彰武県 興工路12-4（工業園）

・フローリングボード
・複合1種フローリング

阜新華栄木業有限公司
工場

中華人民共和国 遼寧省 阜新市
彰武県 興工路12-4（工業園）

平成24年4月6日 （公財）日本合板検査会

大建工業（寧波）有限公司

中華人民共和国 浙江省 余姚市
泗門鎮工業園区

・複合３種フローリング

大建工業（寧波）有限公司 中華人民共和国 浙江省 余姚市
工場
泗門鎮工業園区

平成25年3月26日 （公財）日本合板検査会

・普通合板

台山市新英漢装飾材料有 中華人民共和国広東省江門台山市
限公司 工場
水歩鎮文華開発区B区4号之2

台山市新英漢装飾材料有 中華人民共和国広東省江門台山市
限公司
水歩鎮文華開発区B区4号之2

エイチ．アール．ディー．シ
フィリピン共和国 カビテ州 ロサリオ
・構造用集成材
ンガポール．ピーティー
カビテ・エコゾーン２ ブロック３
イー エルティーディー

阜新華栄木業有限公司

中華人民共和国遼寧省阜新市彰武
県興工路１２－４（工業圏）

・普通合板

平成25年10月9日 （公財）日本合板検査会

エイチ．アール．ディー．シ
フィリピン共和国 カビテ州 ロサリオ
ンガポール．ピーティー
カビテ・エコゾーン フェーズ４ エク 平成25年12月27日 （公財）日本合板検査会
イー エルティーディー フ
スパンション ブロック25A アンドB
レーム工場

阜新華栄木業有限公司工 中華人民共和国遼寧省阜新市彰武
場
県興工路１２－４（工業圏）
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平成26年6月30日

（公財）日本合板検査会

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

メナワン ウッド株式会社

マレーシアサワラク州ミリ９８００８ピア ・普通合板
サウ工業地区ダックエドワードジェリ ・コンクリート型枠用合板
通りLot５１５
・構造用合板

メナワン ウッド株式会社
工場

マレーシアサワラク州ベラガ スンガ
イ プリエラン ダヌン ディストリクト 平成26年7月28日
ブロック０ ロット１

（公財）日本合板検査会

青島東洋木業有限公司

中華人民共和国山東省青島市青島
経済技術開発区富源工業園1号路南 ・複合フローリング
側

青島東洋木業有限公司
工場

中華人民共和国山東省青島市青島
経済技術開発区富源工業園1号路南 平成27年3月11日
側

（公財）日本合板検査会

泗陽森大木業有限公司

中華人民共和国江蘇省泗陽経済開
発区木業園区

泗陽森大木業有限公司

中華人民共和国江蘇省泗陽経済開
発区木業園区

平成27年3月20日

（公財）日本合板検査会

(株)センゴンインダマス

インドネシア共和国中部ジャワ州バタ
ン県グリンスィン郡スロダディ村
・普通合板
RT.0.1 RW.01ラヤ・スマラン－パダン
通り５９Km

(株)センゴンインダマス

インドネシア共和国中部ジャワ州バタ
ン県グリンスィン郡スロダディ村
平成27年6月25日
RT.0.1 RW.01ラヤ・スマラン－パダン
通り５９Km

（公財）日本合板検査会

臨沂市共臝木業有限公司

中華人民共和国山東省臨沂市蘭山
区方城鎮西西蒋村

臨沂市共臝木業有限公司 中華人民共和国山東省臨沂市蘭山
工場
区方城鎮西西蒋村

・普通合板

・普通合板

平成27年5月13日

（公財）日本合板検査会

モエルベン ヴァーナルプ スェーデン王国オッターバッケン市イ
・構造用合板
ライ(株)
ンダストリヴァーゲン10，547８１

モエルベン ヴァーナルプ スェーデン王国オッターバッケン市イ
平成27年10月15日 （公財）日本合板検査会
ライ(株)工場
ンダストリヴァーゲン10，547８１

ジーティープライウッド
（株）

・コンクリート型枠用合板
・構造用合板

ジーティープライウッド
（株）工場

・造作用集成材

サンワイズ・インターナショ タイ国ソンクラー県バンクラム市タ
ナル株式会社 工場
チャン地区集落５の２１５

マレーシアビンツル市ケメネ インダ
ストリアル エステイト Lot２３８９

サンワイズ・インターナショ タイ国ソンクラー県バンクラム市タ
ナル株式会社
チャン地区集落５の２１５

ベルソウッド株式会社 ハ フィンランド共和国 ハルトラ市 クルパ
・構造用集成材
ルトラ ユニット
ンペッロンティエ

マレーシアビンツル市ケメネ インダ
ストリアル エステイト Lot２３８９

平成27年12月25日 （公財）日本合板検査会

平成28年12月22日 （公財）日本合板検査会

ベルソウッド株式会社 ハ フィンランド共和国 ハルトラ市 クルパ
平成28年12月26日 （公財）日本合板検査会
ルトラ ユニット 工場
ンペッロンティエ
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認定を受けた者
名

称

レッドビルトLLC

所 在 地

農林物資の種類

アメリカ合衆国アイダホ州ボイズ、マ
・構造用単板積層材
ラード通り 東200番地 83706

エッガーホルツウェルク
アムハッフェルト１、D-23970ウイス
シュトッフウイスマー Ｇｍｂ
マー、ドイツ
H & CO.KG

認定に係る工場
名 称
レッドビルトLLC ステイト
ン工場

所 在 地
アメリカ合衆国オレゴン州ステイトン
デシューツ通り 西2345番地 97383

･構造用パネル

エッガーホルツウェルク
アムハッフェルト１、D-23970ウイス
シュトッフウイスマー Ｇｍｂ
マー、ドイツ
H & CO.KG

認定年月日

認定機関名

平成22年3月17日

ティコ

平成23年10月13日

ティコ

クロノポール Sp.ｚ.o.o.

ｕｌ.セルブスカ56 68－200ザロー
ポーランド

・構造用パネル

クロノポール Sp.ｚ.o.o.

ｕｌ.セルブスカ56 68－200ザロー
ポーランド

平成23年10月21日

ティコ

クロノプライGmbH

ウイットシュトッカーショセ－１
D16909ヘイリゲングラッベ、ドイツ

・構造用パネル

クロノプライGmbH

ウイットシュトッカーショセ－１
D16909ヘイリゲングラッベ、ドイツ

平成23年11月14日

ティコ

クロノスパンルーマニア
SRL

シュツルンガミエイロル１ ブラソブ、
ルーマニア

・構造用パネル

クロノスパンルーマニア
SRL

シュツルンガミエイロル１ ブラソブ、
ルーマニア

平成23年12月1日

ティコ

ウエストフレーザーティン
バーカンパニーリミテッド

カナダ ブリテッシュ・コロンビア州 ク
ウェナル市ブラウンミラーロード１２５ ・構造用合板
０

ウエストフレーザーティン
バーカンパニーリミテッド
ケネルプライウッド

カナダ ブリテッシュ・コロンビア州 ク
平成26年5月20日
ウェナル市プライウッドロード１０００

ティコ

ＳＩＡクロノスパン リガ

ラトビア リガ グベルンジェムズ７

ＳＩＡクロノスパン リガ

ラトビア リガ グベルンジェムズ７

ティコ

イデェク アバディ ウッド
インダストリーズ 株式会
社

インドネシア共和国 10340 ジャカル
・普通合板
タ特別市 ケブン シリ通り カブ 67
・コンクリート型枠用合板
－69 ハヌラタ ビル

・構造用パネル

インドネシア共和国 41373 西ジャワ
テクノウッド インドネシア 州 カラワン県 チカンぺック町 カリ
・特殊加工化粧合板
株式会社
フリップ村 インドタイセイ工業団地
1AセクターK－５A

平成26年9月12日

インドネシア共和国 77124 東カリマ
イデェク アバディ ウッド
ンタン州 タラカン県 東タラカン郡
ムトゥアグン ルスタリ株
平成18年6月19日
インダストリーズ 株式会社
カンプン エムパツ村 スンガイ パム
式会社
工場
シアン通り
インドネシア共和国 41373 西ジャワ
テクノウッド インドネシア 州 カラワン県 チカンぺック町 カリ
株式会社 工場
フリップ村 インドタイセイ工業団地
1AセクターK－５A
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平成18年7月3日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

インドネシア共和国 10160 ジャカル ・普通合板
タ特別市 ブロックC、7, 8, 9 スルヨ ・コンクリート型枠用合板
プラノト通り 1-9 デルタ ビル
・特殊加工化粧合板

インドネシア共和国 90244 南スラ
カティンガン ティンバー
ムトゥアグン ルスタリ株
ウェシ州 マカッサル市 タマランレア
平成18年8月25日
セレベス 株式会社 工場 郡 パランル村 ドクトル インシニュ
式会社
ル スタミ通り

インドネシア共和国 11410 ジャカル ・普通合板
カユ ラピス インドネシア
タ特別市 エスパルマン通り カブ67 ・コンクリート型枠用合板
株式会社
コンプレクス イドラ トゥンガル
・構造用合板

インドネシア共和国 51372 中部ジャ
カユ ラピス インドネシア
ムトゥアグン ルスタリ株
ワ州 クンダル県 カリウングー郡
平成18年10月2日
株式会社 工場
式会社
モロレジョ村

カティンガン ティンバー
セレベス 株式会社

インドネシア共和国 61124 東ジャワ
スンベルマス インダ プラ 州 グレシック県 クボマス郡 カラン
イウッド 株式会社
キリン村 カプテン ダルモスゴンド通
り

アンダトゥ ルスタリ プラ
イウッド 株式会社

・普通合板
・コンクリート型枠用合板、 スンベルマス インダ プラ
・特殊加工化粧合板
イウッド 株式会社 工場
・単板積層材

インドネシア共和国 35242 ランプン
州 バンダル ランプン市 パンジャン ・普通合板
スカルノ ハッタ通り Km 11

アンダトゥ ルスタリ プラ
イウッド 株式会社 工場

インドネシア共和国 61124 東ジャワ
州 グレシック県 クボマス郡 カラン
ムトゥアグン ルスタリ株
平成18年11月13日
式会社
キリン村 カプテン ダルモスゴンド通
り
インドネシア共和国 35242 ランプン
ムトゥアグン ルスタリ株
州 バンダル ランプン市 パンジャン 平成18年11月28日
式会社
スカルノ ハッタ通り Km 11

メンタカブ ベニヤ アンド マレーシア、28400 パハン州 メンタ ・普通合板
プライウッド 株式会社
カブ市 カラック通リ 第5マイル
・コンクリート型枠用合板

メンタカブ ベニヤ アンド
マレーシア、28400 パハン州 メンタ
プライウッド 株式会社
カブ市 カラック通リ 第5マイル
工場

平成19年3月22日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

タンジュン ラヤ プライ
ウッド 株式会社

インドネシア共和国 14430 北ジャカ
ルタ市 東アンチョール パシル プ ・普通合板
ティ通り ブロック E-5-D、 コべクシン ・コンクリート型枠用合板
ドタワー ５階

インドネシア共和国 70001 南カリマ
タンジュン ラヤ プライウッ
ンタン州 バリト クアラ県 タンバン
ド 株式会社 工場
郡 ティンギラン II ルアル村

平成19年4月2日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ブキット インタン アバ
ディ 株式会社

インドネシア共和国 20244 北スマト
ラ州 メダン市 メダン デリ郡 マバ
・造作用集成材
ル村 プラウ ニアス通リ コンプレッ
ク インタン 38番

インドネシア共和国 20244 北スマト
ブキット インタンアバディ ラ州 メダン市 メダン デリ郡 マバ
株式会社 工場
ル村 プラウ ニアス通リ コンプレッ
ク インタン 38番

平成19年4月16日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

アラス クスマ グループ
ポンテアナック

・普通合板
インドネシア共和国 10130 ジャカル
・特殊加工化粧合板
タ特別市 バリクパパン ラヤ通リ
・構造用合板
14番
・コンクリート型枠用合板

アラス クスマ グループ
ポンテアナック工場

インドネシア共和国 12950 ジャカル
プトゥラ スンベル ウタマ タ特別市 カワサン メガクニンガン
ティンバー 株式会社
リンカルメガ クニンガン通り カブ
E-12 1-2番

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板
・単板積層材

インドネシア共和国 78382 西カリマ
ンタン州 ポンテアナック県 セイ ラ
ムトゥアグン ルスタリ株
平成19年4月30日
ヤ郡 クアラ ドゥア村 パリット カル
式会社
ヤ バル

プトゥラ スンベル ウタマ インドネシア共和国 36124 ジャンビ
ティンバー 株式会社 工 州 ムアロ ジャンビ県 ジャンビ ル
場
アルコタ郡 サラン ブルン村
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平成19年5月28日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

インドネシア共和国 12780 ジャカル ・普通合板
コリンド グループ バリッ
タ特別市 M.T. ハルヨノ通り カブ
・コンクリート型枠用合板
クパパン
62 ウィスマ コリンド 10階-15階
・構造用合板

インドネシア共和国 76146 東カリマ
コリンド グループ バリッ
ンタン州 パシル県 プナジャム郡
クパパン 工場
RE マルタディナタ ラスク通り

平成19年7月2日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 12780 ジャカル
・普通合板
コリンド グループ パンカ
タ特別市 M.T. ハルヨノ通り カブ
・コンクリート型枠用合板
ランブン
62 ウィスマ コリンド 13階

インドネシア共和国 74102 中部カリ
コリンド グループ パンカ
マンタン州 西コタワリンギン県 南ア
ランブン 工場
ルツ郡 ムンダワイ村

平成19年7月2日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

スガラ ティンバー 株式
会社

インドネシア共和国75111 東カリマン
・普通合板
タン州 サマリンダ市 ガジャ マダ通
り 19番

インドネシア共和国12210 南ジャカ
ルタ市 アルテリ プルマタ ヒジャウ
ティルタ マハカム リソー
レッジェン スゥペノ通り No.34 ガプ
ス 株式会社
ラ プリマオフィタワ―（ベレーザ）20
階

廊坊三利木業有限公司

中華人民共和国 065701 河北省
霸州市 勝芳鎮開發区

スガラ ティンバー 株式
会社 工場

インドネシア共和国75111 東カリマン
ムトゥアグン ルスタリ株
タン州 サマリンダ市 パララン郡 ハ 平成19年8月20日
式会社
ンディル バクティ村 トリコラ通り

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板
・特殊加工化粧合板

インドネシア共和国75241 東カリマン
ティルタ マハカム リソー
ムトゥアグン ルスタリ株
タン州 サマリンダ市 パララン郡 ブ 平成19年9月10日
ス 株式会社 工場
式会社
クアン村

･普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板

廊坊三利木業有限公司
工場

インドネシア共和国10130 ジャカルタ
スカ ジャヤ マクムル 株
特別市 バリクパパン ラヤ通り 14 ・普通合板
式会社
番

中華人民共和国 065701 河北省
霸州市 勝芳鎮開發区

平成19年10月31日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国78850 西カリマン
スカ ジャヤ マクムル 株
ムトゥアグン ルスタリ株
タン州 クタパン県 北マタンヒリル郡 平成19年11月30日
式会社 工場
式会社
スカハルジャ村

インドネシア共和国12950 ジャカルタ
スマリンド ルスタリ ジャ 特別市 メガ クニンガン プロフェ
ヤ 株式会社
サー ドクター サトリオ通り カブ E
Ⅳ/6 メナラ バンク ダナモン19階

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板
・単板積層材

インドネシア共和国75008 東カリマン
スマリンド ルスタリ ジャ
ムトゥアグン ルスタリ株
タン州 サマリンダ市 チプト マング 平成19年11月30日
ヤ 株式会社 工場
式会社
ンクスモ通り

マレーシア、90009 サバー州 サン
シマオ プライウッド 株式
ダカン市 ロック バッグ 13番 バ
会社
トゥ サピ通り 9,1KM

・普通合板

マレーシア、90009 サバー州 サン
シマオ プライウッド 株式
ダカン市 ロック バッグ 13番 バ
会社 工場
トゥ サピ通り 9,1KM

平成20年1月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・構造用合板

昌達木業 有限公司 工
場

平成20年1月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

昌達木業 有限公司

中華人民共和国529000広東省江門
市高沙中路29号
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中華人民共和国529000広東省江門
市高沙中路29号

認定を受けた者
名

称

臨沂森工木業 有限公司

所 在 地

農林物資の種類

中華人民共和国 276700 山東省臨 ・普通合板
沂市費縣探沂工業園
・構造用合板

認定に係る工場
名 称

所 在 地

臨沂森工木業 有限公司 中華人民共和国276700山東省臨沂
工場
市費縣探沂工業園

認定年月日

認定機関名

平成20年1月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国61124 東ジャワ
スンベルマス インダ プラ 州 グレシック県 クボマス郡 カラン
・普通合板
イウッド 株式会社
キリン村 カプテン ダルモスゴンド通
り

インドネシア共和国61124 東ジャワ
スンベルマス インダ プラ 州 グレシック県 クボマス郡 カラン
ムトゥアグン ルスタリ株
平成20年1月29日
イウッド 株式会社 工場 キリン村 カプテン ダルモスゴンド通
式会社
り

インドネシア共和国10220 ジャカルタ
エルナ ジュリアワティ 株 特別市 ゼンデラル スディルマン通 ・普通合板
式会社
り カブ 1 リーマン ウィング コタ ・コンクリート型枠用合板
ＢＮＩ

インドネシア共和国78501 西カリマン
ムトゥアグン ルスタリ株
エルナ ジュリアワティ 株 タン州 サンガウ県 サンガウ カプア
平成20年2月20日
ス郡 スンガイ ムンティック村 カユ
式会社
式会社 工場
トゥヌ

マレーシア 97008 サラワク州 ビン
・コンクリート型枠用合板
セントラル パネル プロダ
ツル市 アバン ガラウ通り メダン
・構造用合板
クトス株式会社
スパドゥ １階 53番

マレーシア 97200 サラワク州 ビン
セントラル パネル プロダ
ムトゥアグン ルスタリ株
ツル市 タタウ ブアンランド地区 ブ 平成22年10月28日
クトス株式会社工場
式会社
ロック 22 ロット 184、211、216

・普通合板
スルヤ サトリヤ ティムル
インドネシア共和国 10230 ジャカル
・特殊加工化粧合板
コーポレーション 株式会
タ特別市 テルク ブトン通り 45E番
・単板積層材
社

インドネシア共和国 70129 南カリマ
スルヤ サトリヤ ティムル
ンタン州 バンジャルマシン市 インシ
ムトゥアグン ルスタリ株
平成20年4月15日
コーポレーション 株式会
ニュール パングランハジ モハッマド
式会社
社 工場
ノール通り 99番

上海大茂木材實業有限公 中華人民共和国201803 上海市嘉定
・普通合板
司
区江橋鎮江橋工業園区江橋路 16号

上海大茂木材實業有限公 中華人民共和国201803 上海市嘉定
ムトゥアグン ルスタリ株
平成20年5月19日
司 工場
区江橋鎮江橋工業園区江橋路 16号
式会社

インドネシア共和国13930 ジャカルタ
ダルマ サティヤ ヌサンタ 特別市 プロ ガドゥン工業団地 ラ
・普通合板
ラ 株式会社
ワ グラム通り V-K1 サプタ ムリア
センター

ダルマ サティヤ ヌサンタ インドネシア共和国56271 中部ジャ
ラ 株式会社 テマングン ワ州 テマングン県 ラヤ クランガン
工場
-プリンスラト通り KM 1

インドネシア共和国61161 東ジャワ
ナンカイ インドネシア 株 州 グレシック県 クボマス郡 グロマ
・特殊加工化粧合板
式会社
ントゥン村 マイジェン スンコノ通り
21-23

インドネシア共和国61161 東ジャワ
ナンカイ インドネシア 株 州 グレシック県 クボマス郡 グロマ
ムトゥアグン ルスタリ株
平成20年6月11日
式会社 工場
ントゥン村 マイジェン スンコノ通り
式会社
21-23

インドネシア共和国 14430 北ジャカ
タンジュン スラタン マク ルタ市 東アンチョール パシル プ
・普通合板
ムール ジャヤ 株式会社 ティ通り ブロック E-5-D、 コべクシン
ドタワー ５階

タンジュン スラタン マク インドネシア共和国70125 南カリマン
ムール ジャヤ 株式会社 タン州 バリト クアラ県 アララク郡
工場
ブリンギン村
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平成20年5月28日

平成20年8月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

インドネシア共和国67371 東ジャワ
ムスティカ バハナ ジャヤ
州 ルマジャン県 ルマジャン-テンペ ・造作用集成材
株式会社
通り7km

クタイ ティンバー インド
ネシア 株式会社

インドネシア共和国67201 東ジャワ
州 プロボリンゴ県 マヤンガン郡 マ
ヤンガン村 タンジュン テンバガ バ
ル通り

・普通合板
・コンクリート型枠用合板
・造作用集成材
・造作用単板積層材

認定に係る工場

認定年月日

認定機関名

インドネシア共和国67371 東ジャワ
ムスティカ バハナ ジャヤ
州 ルマジャン県 ルマジャン-テンペ
株式会社 工場
通り7km

平成20年8月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国67201 東ジャワ
州 プロボリンゴ県 マヤンガン郡 マ
ヤンガン村 タンジュン テンバガ バ
ル通り

平成20年9月1日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

名 称

クタイ ティンバー インド
ネシア 株式会社 工場

所 在 地

インドネシア共和国10330 ジャカルタ ・普通合板
イントラカウッド マニュ
ファクチュアリング 株式会 特別市 メンテンテルサン レンバン通 ・コンクリート型枠用合板
社
りD51-53番
・構造用合板

イントラカウッド マニュ
インドネシア共和国77111 東カリマン
ムトゥアグン ルスタリ株
ファクチュアリング 株式会 タン州 タラカン県 北タラカン郡
平成20年9月23日
式会社
社 工場
ジュアタ プルマイ村

イントラカウッド マニュ
インドネシア共和国10330 ジャカルタ
ファクチュアリング 株式会 特別市 メンテンテルサン レンバン通 ・造作用単板積層材
社
りD51-53番

イントラカウッド マニュ
インドネシア共和国77111 東カリマン
ムトゥアグン ルスタリ株
ファクチュアリング 株式会 タン州 タラカン県 北タラカン郡
平成20年9月23日
式会社
社 工場
ジュアタ プルマイ村

ウィジャヤ トリ ウタマ プ インドネシア共和国70119 南カリマン
ライウッド インダストリ
タン州 バンジェルマシン市 トウリサ ・普通合板
株式会社
クティ通り ウカ地区

ウィジャヤ トリ ウタマ プ インドネシア共和国70119 南カリマン
ムトゥアグン ルスタリ株
ライウッド インダストリ
タン州 バンジェルマシン市 トウリサ 平成20年11月1日
式会社
株式会社 工場
クティ通り ウカ地区

・フローリングボード
インドネシア共和国61177 東ジャワ
・複合フローリング
スラインダー ウッド イン
州 グレシック県 ドリヨレジョ郡 タン
・造作用集成材
ダストリーズ 株式会社
ジュンガン村
・化粧ばり造作用集成材

スラインダー ウッド イン インドネシア共和国61177 東ジャワ
ダストリーズ 株式会社
州 グレシック県 ドリヨレジョ郡 タン
工場
ジュンガン村

淮安惠好木業有限公司

中華人民共和国223005 江蘇省淮安 ・造作用単板積層材
経済開発区大連路3号
・構造用単板積層材

インドネシア共和国12950 ジャカルタ
パンチャ ウサハ パロポ 特別市 カワサン メガ クニンガン
・普通合板
プライウッド株式会社
リンカル メガ クニンガン通り カブ
E-12 1-2番

江蘇福慶木業有限公司

中華人民共和国223644江蘇省沭陽
縣青伊湖鎮濫洪村

・造作用単板積層材
・構造用単板積層材

淮安惠好木業有限公司
工場

平成21年1月15日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

中華人民共和国223005 江蘇省淮安
ムトゥアグン ルスタリ株
平成21年1月27日
経済開発区大連路3号
式会社

パンチャ ウサハ パロポ インドネシア共和国 91991 南スラ
プライウッド株式会社 工 ウェシ州 パロポ県 ルウ郡 ブア町
場
バロワ村 アンディ マラダアン通り

平成21年2月16日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

江蘇福慶木業有限公司第 中華人民共和国223644江蘇省沭陽
縣青伊湖鎮濫洪村
一工場

平成21年8月10日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

・普通合板
チャンジャンカイシェンモク 中華人民共和国 524051 広東省湛
・コンクリート型枠用合板
ギョウ株式会社
江市官渡工業園（官渡鎮湖西路旁）
・構造用合板

チャンジャンカイシェンモク 中華人民共和国 524051 広東省湛
ギョウ株式会社工場
江市官渡工業園（官渡鎮湖西路旁）

平成21年8月10日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

パーフェクトトランス株式会 マレーシア96007サラワク州シブ市バ ・コンクリート型枠用合板
社
コ通り26-32番2階
・構造用合板

マレーシア96000サラワク州シブ市バ
パーフェクトトランス株式会
タン イガン、テルク エンカラット、ペ
社工場
ナス通り

平成21年9月17日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成22年2月23日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成22年4月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成22年6月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

スンベル グラハ ス
ジャーテラ株式会社

インドネシア共和国12950 ジャカルタ
特別市 カワサン メガクニンガン リ
ンカルメガ クニンガン通り カブＥ－ ・造作用単板積層材
12 1－2番

スンベル グラハ ス
インドネシア共和国 バンテン県
ジャーテラ株式会社 工場 15610 タングラン郡 バララジャ町
スントゥール ジャヤ村 ラヤ
スラン通り ｋm.26

マレーシア 97000、サラワク州、ビン
・構造用合板
チュルガス インプレシッフ
ツル市、チュン アフマド ザイディ
・コンクリート型枠用合板
株式会社
通り、サンクチュアリヴィラ149番

マレーシア、97008 サラワク州 ビン
チュルガス インプレシッフ
ツル市 パンダン通り スバウ、マイ
株式会社 工場
ル１、ロット164 PO BOX 514

デベロップメント 株式会
社

デベロップメント 株式会
社 工場

ベトナム 84650、ビヌドオン県、ドゥ
ダゥモット郡、ピュ ロイワルド町、ブイ
バンビヌ通り
・造作用集成材

ベトナム 84650、ビヌドオン県、ドゥ
ダゥモット郡、ピュ ロイワルド町、ブイ
バンビヌ通り

カユ ラピスアスリ ムルニ インドネシア共和国10130 ジャカルタ
株式会社
特別市 ガジャ マダ通り3-5番 コン
プレクス ズタ メルリンブロク A
・普通合板
46-48番

カユ ラピスアスリ ムルニ インドネシア共和国75123 東カリマン
株式会社 工場
タン州 サマリンダ県 スンガイ クン
ムトゥアグン ルスタリ株
ジャン郡 ロア ブア村
平成22年8月10日
式会社

臨沂東日木業有限公司

臨沂東日木業有限公司
工場

中華人民共和国、山東省 277700、
臨沂市蒼山縣城、化肥廠東路6號

中華人民共和国、山東省 277700、
臨沂市蒼山縣城、化肥廠東路6號

・造作用単板積層材

連雲港宮良木業有限公司 中華人民共和国、江蘇省 222500、
連雲港市、灌南縣經濟開發區

平成22年8月10日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成22年8月10日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

連雲港宮良木業有限公司 中華人民共和国、江蘇省 222500、
工場
連雲港市、灌南縣經濟開發區
・造作用単板積層材

インドネシア共和国10220 ジャカルタ
エルナ ジュリアワティ 株 特別市 ゼンデラル スディルマン通
・造作用単板積層材
式会社
り カブ 1 リーマン ウィング コタ
ＢＮＩ

インドネシア共和国78501 西カリマン
エルナ ジュリアワティ 株 タン州 サンガウ県 サンガウ カプア
ムトゥアグン ルスタリ株
平成22年11月22日
式会社 工場
ス郡 スンガイ ムンティック村 カユ
式会社
トゥヌ
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認定を受けた者
名

称

スジャーテラ ウサハ ブ
ルサマ株式会社

農林物資の種類
所 在 地
インドネシア共和国 12950 ジャカル
タ特別市 カワサン メガクニンガン
リンカル メガ クニンガン通り カブ ・普通合板
E-12 1-2番 プラザムティアラ 1617階

インドネシア共和国 14430 北ジャカ
セントラル ジャワ ウッド ルタ市 東アンチョール パシル プ
・普通合板
インダストリー株式会社
ティ通り ブロック E-5-D、 コべクシン
ドタワー ５階

認定に係る工場
名 称
スジャーテラ ウサハ ブ
ルサマ株式会社 工場

所 在 地

認定年月日

認定機関名

インドネシア共和国 61471 東ジャワ
州、ジョンバン県、ディウェック郡、
ムトゥアグン ルスタリ株
平成22年12月23日
ディウェック町、ケタノン村、ジャティ
式会社
プレン KM 2、 ラヤ テェウェン通り

インドネシア共和国 56271 中部ジャ
セントラル ジャワ ウッド
ワ州 テマングン県 クランガン郡 グ
インダストリー株式会社
ウェット村 ラヤ クランガン－プリン
工場
ストラ通り KM3

平成23年3月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成23年3月21日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

宿迂市森泰木業有限公司

中華人民共和国 223642 江蘇省宿
・造作用単板積層材
迂市沐陽縣龍廟鎮工業园区

宿迂市森泰木業有限公司 中華人民共和国 223642 江蘇省宿
工場
迂市沐陽縣龍廟鎮工業园区

クタイ ティンバー インド
ネシア 株式会社

インドネシア共和国 67201 東ジャワ
州 プロボリンゴ県 マヤンガン郡 マ
・構造用合板
ヤンガン村 タンジュン テンバガ バ
ル通り

クタイ ティンバー インド
ネシア 株式会社 工場

インドネシア共和国 67201 東ジャワ
州 プロボリンゴ県 マヤンガン郡 マ
ムトゥアグン ルスタリ株
平成23年3月31日
ヤンガン村 タンジュン テンバガ バ
式会社
ル通り

インドネシア共和国75111 東カリマン
ダルマ プトラ カリマンタ
タン州 サマリンダ市 ヘェトラ通り
・普通合板
ン スジャティ 株式会社
1-7

ダルマ プトラ カリマンタ インドネシア共和国70566 南カリマン
ン スジャティ 株式会社 タン州 バリト・クアラ県 タンバン地
工場
区 タンバンクチル村

平成23年5月6日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 28144 リアウ州
・コンクリート型枠用合板
シアック ラヤ ティンバー
プカンバル市 スウタン シャリフ コ
・普通合板
株式会社
シム通り No.80

インドネシア共和国 28671 リアウ州
シアック ラヤ ティンバー
シアックスリィイン ドラプラ県 メン
株式会社 工場
プゥラ地区 セイ メンプゥラ村

平成23年6月7日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ワナ チャハヤ ヌグラハ
株式会社

インドネシア共和国 67356 東ジャワ
州 ルマジャン県 クラカ地区 ムラワ ・普通合板
ン村 クカラ ラヤ通り KM.316

ワナ チャハヤ ヌグラハ
株式会社 工場

インドネシア共和国 67356 東ジャワ
ムトゥアグン ルスタリ株
州 ルマジャン県 クラカ地区 ムラワ 平成23年6月10日
式会社
ン村 クカラ ラヤ通り KM.316

安徽天康木業有限公司

中華人民共和国 安徽省天長市安東 ・普通合板
鎮富民北路92号
・構造用合板

安徽天康木業有限公司
工場

中華人民共和国 安徽省天長市安東
ムトゥアグン ルスタリ株
平成23年6月23日
鎮富民北路92号
式会社

パンチャ エカビナ プライ インドネシア共和国 28144 リアウ州
ウッド インダストリ 株式 プカンバル市 ドクトル ストモ通り
・コンクリート型枠用合板
会社
No.62

パンチャ エカビナ プライ インドネシア共和国 28671 リアウ州
ムトゥアグン ルスタリ株
ウッド インダストリ 株式 シアクスリインダプラ県 シアク地区
平成23年6月27日
式会社
会社 工場
ムランパン村
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

廣西万林林産業有限責任 中華人民共和国 廣西 537617 玉
公司
林市博白縣亞山鎮博白林場内

農林物資の種類

・構造用合板

認定に係る工場

認定年月日

認定機関名

廣西万林林産業有限責任 中華人民共和国 廣西 537617 玉
公司 工場
林市博白縣亞山鎮博白林場内

平成23年6月27日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

名 称

所 在 地

連云港華福木業有限公司

中華人民共和国 223500 江蘇省連
・造作用単板積層材
云港市 灌南經濟開發区

連云港華福木業有限公司 中華人民共和国 223500 江蘇省連
工場
云港市 灌南經濟開發区

平成23年7月7日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

泰安恵好木業有限公司

中華人民共和国 271000 山東省
泰安市邱家店工業区

泰安恵好木業有限公司
工場

中華人民共和国 271000 山東省
泰安市邱家店工業区

平成23年7月19日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ジャバ工業株式会社

マレーシア 50490 クアラルンプール
・普通合板
市 ダマンサラハイツ ウイスマE&C
・コンクリート型枠用合板
NO.2 ロロングドゥングンキリ メザナ
・構造用合板
インフロア スイティ M2

ジャバ工業株式会社 工
場

マレーシア 89008 サバ州 クニンガ
ムトゥアグン ルスタリ株
オ P.O.Box2000 ナバワンドード ミ 平成23年8月10日
式会社
ル5

ベスグレイドプロダクトス
株式会社

マレーシア、06400 クダ州 アロー
スター特別市 ムキム ジャビ ポコッ ・コンクリート型枠用合板
ク スナ通り、バトゥ 10

ベスグレイドプロダクトス
株式会社 工場

マレーシア、06400 クダ州 アロー
ムトゥアグン ルスタリ株
スター特別市 ムキム ジャビ ポコッ 平成23年8月10日
式会社
ク スナ通り、バトゥ 10

・造作用単板積層材

インドネシア共和国12950 ジャカルタ
パンチャ ウサハ パロポ 特別市 カワサン メガ クニンガン
・構造用合板
プライウッド株式会社
リンカル メガ クニンガン通り カブ
E-12 1-2番

パンチャ ウサハ パロポ インドネシア共和国 91991 南スラ
プライウッド株式会社 工 ウェシ州 パロポ県 ルウ郡 ブア町
場
バロワ村 アンディ マラダアン通り

インドネシア共和国 12780 ジャカル
コリンド グループ パンカ
タ特別市 M.T. ハルヨノ通り カブ
・構造用合板
ランブン
62 ウィスマコリンド 13階

インドネシア共和国 12780 ジャカル
コリンド グループ パンカ
ムトゥアグン ルスタリ株
タ特別市 M.T. ハルヨノ通り カブ
平成23年9月15日
ランブン 工場
式会社
62 ウィスマコリンド 13階

中華人民共和国 安徽省 毫州市
渦阳縣霖福木制品有限公
渦阳縣義門鎮(233658)工業区 158
司
号

･造作用単板積層材

中華人民共和国 安徽省 毫州市
渦阳縣霖福木制品有限公
渦阳縣義門鎮(233658)工業区 158
司 工場
号

平成23年10月3日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

沭阳亞森久得利木業有限 中華人民共和国 (223500) 江蘇省
公司
沭阳縣賢官鎮工業園区

･普通合板
・造作用単板積層材

沭阳亞森久得利木業有限 中華人民共和国 (223500) 江蘇省
公司 工場
沭阳縣賢官鎮工業園区

平成23年10月3日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社
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平成23年7月27日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

中華人民共和国 511450 広東省
･普通合板
広州市番禺康達木業有限
広州市 番禺区石基鎮茶東開發区東
・構造用合板
公司
盛路 24号

徐州美林森木業有限公司

中華人民共和国 221300 江蘇省
邳州市 官湖鎮

･普通合板

中華人民共和国 528143 広東省佛 ・普通合板
佛山市唐朝木業有限公司 山市 三水工業園区 大塘園興唐路 ・コンクリート型枠用合板
11号
・構造用合板

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

中華人民共和国 511450 広東省
広州市番禺康達木業有限
ムトゥアグン ルスタリ株
広州市 番禺区石基鎮茶東開發区東 平成23年10月10日
公司 工場
式会社
盛路 24号

徐州美林森木業有限公司 中華人民共和国 221300 江蘇省
工場
邳州市 官湖鎮

平成23年10月13日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

中華人民共和国 528143 広東省佛
佛山市唐朝木業有限公司
ムトゥアグン ルスタリ株
山市 三水工業園区 大塘園興唐路 平成23年11月25日
式会社
工場
11号

スンチャンエンタープライ
ズ 株式会社

・普通合板
大韓民国 釜山広域市沙下区多大洞
・コンクリート型枠用合板
380 番地
・構造用合板

スンチャンエンタープライ
ズ 株式会社 工場

大韓民国 釜山広域市沙下区多大洞
ムトゥアグン ルスタリ株
平成23年12月22日
380 番地
式会社

ヴィエトウッドインダスト
リー 合資会社

ベトナム社会主義共和国 ビンズオン
・造作用集成材
省 ベンキャット区 アンディエン村

ヴィエトウッドインダスト
リー 合資会社 工場

ベトナム社会主義共和国 ビンズオン
省 ベンキャット区 アンディエン村

平成24年1月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 56161 中部ジャ
タタルスタリ リンバブアナ ワ州 マグラン県 トゥンプラン群
・普通合板
株式会社
KM.9 プマグランールヲレジョ ラヤ通 ・造作用単板積層材
り

インドネシア共和国 56161 中部ジャ
タタルスタリ リンバブアナ ワ州 マグラン県 トゥンプラン群
株式会社 工場
KM.9 プマグランールヲレジョ ラヤ通
り

平成24年3月7日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

･フローリングボード
インドネシア共和国 61262 西ジャワ
・フローリングブロック
シナル リンバーパシフィッ 州 シドアルジョ県 クリアン群 ジャ
・複合1種フローリング
ク 株式会社
ティカラン村 マヌゥンガル ジャティ
・複合2種フローリング
通り

インドネシア共和国 61262 西ジャワ
シナル リンバーパシフィッ 州 シドアルジョ県 クリアン群 ジャ
ク 株式会社 工場
ティカラン村 マヌゥンガル ジャティ
通り

平成24年3月6日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 61262 西ジャワ
シナル リンバーパシフィッ 州 シドアルジョ県 クリアン群 ジャ
・造作用集成材
ク 株式会社
ティカラン村 マヌゥンガル ジャティ
・化粧ばり造作用合板
通り

インドネシア共和国 61262 西ジャワ
シナル リンバーパシフィッ 州 シドアルジョ県 クリアン群 ジャ
ク 株式会社 工場
ティカラン村 マヌゥンガル ジャティ
通り

平成24年3月6日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

広西上思華夏豐林木業有 中華人民共和国 535500 広西上思
・コンクリート型枠用合板
限公司
縣城東郊上華工業園

広西上思華夏豐林木業有 中華人民共和国 535500 広西上思
限公司 工場
縣城東郊上華工業園

平成24年4月24日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

アヌグゥラ ジャヤマクム
ル スクセス株式会社

インドネシア共和国 10630 ジャカル
タ特別市 プリクマヨラン アパートメ ・普通合板
ント 207C

インドネシア共和国 56272 中部ジャ
アヌグゥラ ジャヤマクム
ワ テマングン県 クペン村 ラヤ テ
ル スクセス株式会社 工
エンブス プリンスラットークランガン
場
通り

平成24年5月1日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

東台升阳木業有限公司

・普通合板
中華人民共和国 224217 江蘇省東
・コンクリート型枠用合板
台市 五烈鎮東興路 18号
・構造用合板

東台升阳木業有限公司
工場

中華人民共和国 224217 江蘇省東
台市 五烈鎮東興路 18号

平成24年5月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 15560 バンテン
ゼニズ プラタマ インダ株 州、タングラン県、パサルクミス郡、ス
式会社 工場
カ アシィ村、工業地区、プトゥラV通
り 34-35番

平成24年5月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 15560 バンテン ・フローリングボード
ゼニズ プラタマ インダ株 州、タングラン県、パサルクミス郡、ス ・フローリングブロック
式会社
カ アシィ村、工業地区、プトゥラV通 ・複合フローリング
り 34-35番

パシフィックティアサ株式
会社

マレーシア、92350 サラワク州 クチ
ン市 バトゥ 3、シェリップ マサホル
・コンクリート型枠用合板
通り ウィスマ スン リアン ホン、4
番 1階

パシフィックティアサ株式
会社 工場

マレーシア、96107 サラワク州 ムカ
郡、タンジュン マニス、タンジュン マ
平成24年5月8日
ニス ティンバー プロセシング ゾー
ン ブロック12 ロット58

大連豐澤木業有限公司

中華人民共和国 116035 遼宁省
・普通合板
大連市 甘井子区革鎮堡鎮羊圏子村 ・構造用合板

大連豐澤木業有限公司
工場

中華人民共和国 116035 遼宁省
ムトゥアグン ルスタリ株
平成24年5月21日
大連市 甘井子区革鎮堡鎮羊圏子村
式会社

河源森杰木業有限公司

中華人民共和国 広東省 河源市
・普通合板
517578 東源縣義合鎮義合圩北154 ・コンクリート型枠用合板
号
・構造用合板

河源森杰木業有限公司
工場

中華人民共和国 広東省河源市
517578 東源縣義合鎮義合圩北
154号

灌南縣浩瀚木業有限公司

中華人民共和国 222500 江蘇省連
・造作用単板積層材
云港市灌南縣李集郷徐庄村

灌南縣浩瀚木業有限公司 中華人民共和国 222500 江蘇省連
工場
云港市灌南縣李集郷徐庄村

永大ベトナム有限会社

ベトナム社会主義共和国 ハ・ナム省
・複合フローリング
ドンバンⅡ工業団地

永大ベトナム有限会社 工 ベトナム社会主義共和国 ハ・ナム省
ムトゥアグン ルスタリ株
平成24年7月24日
場
ドンバンⅡ工業団地
式会社

連云港根森木業有限公司

中華人民共和国 222500 江蘇省連
・造作用単板積層材
云港市灌南經濟開發区經二路

連云港根森木業有限公司 中華人民共和国 222500 江蘇省連
工事
云港市灌南經濟開發区經二路
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平成24年4月20日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成24年7月5日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成24年8月14日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

中華人民共和国 130033 吉林省長
佰山東北（延邊）木業有限
春市 東南湖大路1999号 南湖假日 ・構造用合板
公司
16楼

佰山東北（延邊）木業有限 中華人民共和国 133600 吉林省安
ムトゥアグン ルスタリ株
平成24年11月19日
公司 工場
圖縣明月鎮明安街 276号
式会社

連雲港宮良木業有限公司 中華人民共和国 江蘇省 222500
連雲港市 灌南縣經濟開發區

連雲港宮良木業有限公司 中華人民共和国 江蘇省 222500
工場
連雲港市 灌南縣經濟開發區
・構造用単板積層材

平成25年1月4日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

魯林木業（蒼山）有限公司

中華人民共和国 山東省臨沂市 蒼
・造作用単板積層材
山縣工業園西環路北段東側

魯林木業（蒼山）有限公司 中華人民共和国 山東省臨沂市 蒼
工場
山縣工業園西環路北段東側

平成25年1月22日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

灌南銀得隆木業有限公司

中華人民共和国江蘇省連雲港市灌
南経済開発区通州路珠海路交通局

灌南銀得隆木業有限公司 中華人民共和国江蘇省連雲港市灌
工場
南経済開発区通州路珠海路交通局

平成25年6月19日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

臨沂新麒新木業有限公司

中華人民共和国 山東省臨沂市臨沂
・造作用単板積層材
経済開発区臨工路

臨沂新麒新木業有限公司 中華人民共和国 山東省臨沂市臨沂
ムトゥアグン ルスタリ株
平成25年6月19日
工場
経済開発区臨工路
式会社

江蘇善賢木業有限公司

中華人民共和国 江蘇省 灌南県李
集町李集通

江蘇善賢木業有限公司
工場

・造作用単板積層材

・造作用単板積層材
・構造用単板積層材

インドネシア共和国 東ジャワ州ジョン
・フローリングボード
センフォン モールディング
バン県テュンゴロノヨス スダルソ通り
・複合フローリング
プルカサ 株式会社
No１７３

沐陽県佳佳木業有限公司

中華人民共和国江蘇省沐陽県桑墟
町河西村工业园工業団地

カティンガン ティンバー
セレベス株式会社

インドネシア共和国10610ジャカルタ
特別市 ブロックC、7,8,9スルヨプラノト ・造作用単板積層材
通り 1-9 デルタビル

・造作用単板積層材

中華人民共和国 江蘇省 灌南県李
集町李集通

平成25年6月19日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 東ジャワ州ジョン
センフォン モールディング
ムトゥアグン ルスタリ株
バン県テュンゴロノヨス スダルソ通り 平成25年8月30日
プルカサ 株式会社
式会社
No１７３

沐陽県佳佳木業有限公司

中華人民共和国江蘇省沐陽県桑墟
町河西村工业园工業団地 工場

カティンガン ティンバー
セレベス株式会社 工場

インドネシア共和国90244南スラウェ
シ州マカッサル市タマランレア郡パラ
ンル村ドクトル インシニュル スタミ
通り
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平成25年8月30日

平成25年8月30日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

カユラピス アスリ ムルニ
株式会社

インドネシア共和国10130ジャカルタ
特別市ガジャマダ通り3-5番コンプレ
・造作用単板積層材
クス ズタ メルリン ブロク A ４６－４８
番

カユラピス アスリ ムルニ
株式会社 工場

インドネシア共和国75123東カリマン
タン州サマリンダ県スンガイ クンジャ
ン郡 ロアブア村

平成25年8月21日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

臨沂東日木業有限公司

中華人民共和国、山東省 277700、
臨沂市蒼山郡開発区新華路西段

・普通合板

臨沂東日木業有限公司工 中華人民共和国、山東省 277700、
場
臨沂市蒼山郡開発区新華路西段

平成25年9月23日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

江蘇福慶木業有限公司

中華人民共和国223644江蘇省沐陽
県青伊湖鎮工業園区（桑高路北側）

・普通合板
・造作用単板積層材

江蘇福慶木業有限公司第 中華人民共和国223644江蘇省沐陽
二工場
県青伊湖鎮工業園区（桑高路北側）

平成25年11月14日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 ６１３８５ 東ジャ
ウィジャヤ プルカサ イン
ワ州 モジェクルト県 ンゴロ郡 ヲノサ ・造作用集成材
ダ 株式会社
リ村

泰州科冕木業有限公司

中華人民共和国江蘇省泰州市高港
区永安洲鎮疎港北路７号

・構造用単板積層材

インドネシア共和国 ６１３８５ 東ジャ
ウィジャヤ プルカサ イン
ムトゥアグン ルスタリ株
ワ州 モジェクルト県 ンゴロ郡 ヲノサ 平成26年5月30日
ダ 株式会社 工場
式会社
リ村

泰州科冕木業有限公司
工場

中華人民共和国江蘇省泰州市高港
区永安洲鎮疎港北路７号

平成26年5月7日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国 ７５１２５ 東カリ
リンバ ラヤ ルスタリ株式
マンタン州 パングラン アンタサリ通 ・普通合板
会社
り No.45

インドネシア共和国 ７５５７１ 東カリ
リンバ ラヤ ルスタリ株式 マンタン州 クタイ カルタネガラ県
ムトゥアグン ルスタリ株
平成26年6月18日
会社 工場
ロアクル郡 ヨス スダルソ通り RT０
式会社
８ No.1

佰山（丹東）建材工業有限 中華人民共和国遼寧省東港市前陽
公司
鎮振陽大街１－６号

佰山（丹東）建材工業有限 中華人民共和国遼寧省東港市前陽
公司工場
鎮振陽大街１－６号

平成26年9月8日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

平成26年9月19日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

・複合フローリング

グレシク ウタマ 株式会
社

インドネシア共和国東ジャワ州 スメ
ンコ村 グレシク県ウリンギンアノ郡 ・特殊加工化粧合板
Km30.6

グレシク ウタマ 株式会
社

インドネシア共和国東ジャワ州 スメ
ンコ村 グレシク県ウリンギンアノ郡
Km30.6

スメル マクムル カユヌ
サ （株）

インドネシア共和国 60226 東ジャワ
州 スラバヤ市 ダルモプルマイⅡ
・普通合板
ラヤ通りルコＨＲ．ムハマド スクエア
C.7-8

スメル マクムル カユヌ
サ （株）

インドネシア共和国 60226 東ジャワ
ムトゥアグン ルスタリ株
州 ルマジャン県 クラカ郡 クボナン 平成27年1月14日
式会社
村 クラカ ラヤ通り KM03
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認定を受けた者
名

称

所 在 地

農林物資の種類

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

平成27年2月3日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インドネシア共和国20651北スマトラ
スンベル カリンド サクティ 州 スルダン ブダガイ県 テュビン
・造作用集成材
(株)
シャー バンダル郡 プンガランガン村
パグラワン通りKM11

インドネシア共和国20651北スマトラ
スンベル カリンド サクティ 州 スルダン ブダガイ県 テュビン
(株)工場
シャー バンダル郡 プンガランガン村
パグラワン通りKM11

ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン地方
・普通合板
ミャンマー チークウッド イ 域 ヤンゴン東部県 第２ ダゴン・セ
・コンクリート型枠用合板
ンダストリーズ(株)
イッカン工業区 セイガンタール ミンギ
・構造用合板
マハール ミンカウン通り１７１

ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン地方
ミャンマー チークウッド イ 域 ヤンゴン東部県 第２ ダゴン・セ
ムトゥアグン ルスタリ株
平成27年5月22日
ンダストリーズ(株)工場
イッカン工業区 セイガンタール ミンギ
式会社
マハール ミンカウン通り１７１

臨沂三澤木業有限公司

中華人民共和国山東省臨沂市羅庄
区

臨沂三澤木業有限公司
工場

中華人民共和国山東省臨沂市羅庄
区

平成27年6月23日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

カユ センゴン インダスト
リー(株)

インドネシア共和国50661中部ジャワ
州スマラン県バウェン郡ハジョサリ村 ・普通合板
スカルノ ハッタ通り KM32

カユ センゴン インダスト
リー(株)

インドネシア共和国50661中部ジャワ
州スマラン県バウェン郡ハジョサリ村
スカルノ ハッタ通り KM32

平成27年6月23日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

ディスティニ ティンバー
(株)

マレーシア共和国97000サワラク州ビ
ンツル市東クナメ工業区ブロック３８ ・コンクリート型枠用合板
ロット４２０

ディスティニ ティンバー
(株)

マレーシア共和国97000サワラク州ビ
ンツル市東クナメ工業区ブロック３８
ロット４２０

平成27年8月1日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

インド ファタニ マラヤ(株)

インドネシア共和国67151東ジャワ州
・普通合板
パスルアン県クラトン郡グロンガン村

インド ファタニ マラヤ(株)

インドネシア共和国67151東ジャワ州
パスルアン県クラトン郡グロンガン村

平成27年9月15日

ムトゥアグン ルスタリ株
式会社

・構造用単板積層材

寿光市魯麗木業股份有限 中華人民共和国山東省寿光市候鎮
公司
政府駐地

・普通合板
・造作用単板積層材

寿光市魯麗木業股份有限 中華人民共和国山東省寿光市候鎮
公司
政府駐地

沭陽同済木業有限公司

中華人民共和国江蘇省宿遷市沭陽
県桑墟鎮劉寨村

・造作用単板積層材

沭陽同済木業有限公司
工場

临沂金宣家木業有限会社

中華人民共和国山東費県城東工業
圏

・普通合板

临沂金宣家木業有限会社 中華人民共和国山東費県城東工業
工場
圏
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中華人民共和国江蘇省宿遷市沭陽
県桑墟鎮劉寨村

2015/6/5
グリーンパネルコーポ
(2016/12/8変更) レーション

平成27年10月20日

グリーンパネルコーポ
レーション

平成28年7月1日

グリーンパネルコーポ
レーション

認定を受けた者
名

称

广州市番禺康达木业有限 中华人民共和国广东省广州市番禺
公司
区大龙街东盛路24号

徐州浩宏木業有限公司

農林物資の種類

所 在 地

中華人民共和国江苏省徐州市睢宁
县经济开发区魏大桥

河北汇瀛建筑材料有限公
中華人民共和国河北省霸州市
司

認定に係る工場
名 称

所 在 地

認定年月日

認定機関名

・普通合板

广州市番禺康达木业有限 中华人民共和国广东省广州市番禺
公司工場
区大龙街东盛路24号

平成28年7月19日

グリーンパネルコーポ
レーション

・単板積層材

徐州浩宏木業有限公司

中華人民共和国江苏省徐州市睢宁
县经济开发区魏大桥

平成28年9月21日

グリーンパネルコーポ
レーション

・普通合板

河北汇瀛建筑材料有限公
中華人民共和国河北省霸州市
司 工場

平成28年11月25日

グリーンパネルコーポ
レーション

フォーカスランバー

マレーシア サバ州 ケニンガウ ジャ
ランマサク、KG Ulu パチガンクマイル ・普通合板
３

フォーカスランバー

マレーシア サバ州 ケニンガウ ジャ
ランマサク、KG Ulu パチガンクマイル 平成27年6月18日
３

ベンチマークホールディ
ングス

マデラス アラウコ S.A

チリ共和国 サンチャゴ ラス コンデス
合板
14F アベニダ ゴルフ 150

マデラス アラウコ S.A

チリ共和国 アラウコ ロス オルコネス
平成28年7月22日
S/N

TP

★【注 意】：登録（外国）認定機関の報告済みが掲載されているので、最新版の情報は下記のアドレスを参考にして下さい。
・APA-エンジニアード・ウッド協会：【注意：ＪＡＳの表示があるもののみ】 http://www.apawood.org/level_b.cfm?content=srv_mem_millnbr
・CMSA：http://www.canserve.org/jas.html → JAS Certified Millsに公表
・EWPA：http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ja&a=http%3A%2F%2Fwww.ewp.asn.au%2Fcertification%2Fcertificationjas.html
・ＮＴＩ：http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=1211&amid=11939 → JAS certified companiesに公表
・BMH:http://www.benchmark-intl.com/jas-certified-clients/
・一般社団法人 全国木材検査・研究協会：http://www.jlira.jp/jas_2E.html
・（財）日本合板検査会：http://www.jpic-ew.net/filemgmt_data/files/ichiran-5.31.pdf
・ティコ：http://www.tecotested.com/clients-jas
・ムトゥアグン ルスタリ株式会社：http://mutucertification.com/index.php/id/JAS-Certification-Information → List of JAS Certified Factory(Last Update：Decemに公表
・ グリーンパネルコーポレーション：http://www.woodbasedpanel.com/
・TP ティンバー・プロダクツ・インスペクション：http://www.tpinspection.com/
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