すてきなふくしまの家を創る会
１２．グループ構成員
事業者名
Ⅰ．原木供給
Ⅰ- 1 田村森林組合
Ⅰ- 2 東白製材協同組合
Ⅱ．製材
Ⅱ- 1 田村森林組合
Ⅱ- 2 協和木材㈱
Ⅱ- 3 吉源木材㈱
Ⅱ- 4 ㈱キクモク
Ⅱ- 5 共力㈱
Ⅲ．建材流通
Ⅲ- 1 光和建材㈱
Ⅲ- 2 カネハナ住材㈱
Ⅳ．プレカット
Ⅳ- 1 光和建材㈱
Ⅴ．設計
Ⅴ- 1 ㈱明石設計事務所
Ⅴ- 2 ㈲柊設計
Ⅴ- 3 ナイス㈱郡山営業所2級建築士事務所
Ⅵ．施工
Ⅵ- 1 ㈱ｱﾎﾟﾛｶﾞｽほっとﾘﾋﾞﾝｸﾞ
Ⅵ- 2 ㈲学び舎須藤
Ⅵ- 3 ㈱アイビーホーム
Ⅵ- 4 ㈱氏家
Ⅵ- 5 ㈲丸金工務店
Ⅵ- 6 ㈱東技研
Ⅵ- 7 ㈲ティーズハウス福島
Ⅵ- 8 ㈱新生ホーム
Ⅵ- 9 ㈲田畑工務店
Ⅵ- 10 ㈱ラ・ポルト
Ⅵ- 11 ㈲大橋建設
Ⅵ- 12 ㈲田辺工務店
Ⅵ- 13 ㈲八代建設工業
Ⅵ- 14 古宇田工務店
Ⅵ- 15 ㈲たむら農建
Ⅵ- 16 ㈱永野ハウス
Ⅵ- 17 ㈲熊田工務店
Ⅵ- 18 ㈲蟹巻林業
Ⅵ- 19 ㈲矢部建築
Ⅵ- 20 ㈱遠藤工務店
Ⅵ- 21 ㈲鈴木工務所
Ⅵ- 22 ㈱オアシスホーム
Ⅵ- 23 ㈲ワタショウ
Ⅵ- 24 ㈲未来ホーム
Ⅵ- 25 ㈲まるい工匠
Ⅵ- 26 ㈲青島建築
Ⅵ- 27 ㈲五条方建築
Ⅵ- 28 ㈲岩瀬不動産ホーム
Ⅵ- 29 ㈲ベルホーム
Ⅵ- 30 ㈲ベル
Ⅵ- 31 菅野建設㈱
Ⅵ- 32 ㈱関建築
Ⅵ- 33 安斎建設㈱
Ⅵ- 34 ㈲影山建築
Ⅵ- 35 ㈱山川
Ⅵ- 36 霜山建築
Ⅵ- 37 ㈱やまき工務店

所在地

代表者名
早川 英二
吉村 昭

田村市常葉町西向字堂ヶ入62番地7
東白川郡塙町大字台宿字下稲沢385‐1

早川
佐川
吉野
菊池
志賀

田村市常葉町西向字堂ヶ入62番地7
東白川郡塙町大字西河内字鶴巻田10
いわき市常磐関船町杭田3
いわき市常磐下船尾町杭出作170
いわき市小名浜字芳浜11−68

英二
廣興
誠二
守男
一成

笠原 昇
阿部 美則

郡山市日和田町字原12-1
いわき市小名浜岡小名字作前7-1

笠原 昇

郡山市日和田町字原12-1

明石 信昭
土屋 良雄
北村 泰行

福島市泉字熊野18－1
郡山市片平町字新蟻塚110－15
郡山市大町2-16-18

篠木 雄司
須藤 繁行
横田 三郎
氏家 常雄
宗像 金一郎
鈴木 高登
佐藤 浩幸
二瓶 重雄
田畑 進
佐藤 光信
大橋 正夫
田邊 光一
八代 勉
古宇田 浩幸
渡辺 洋子
永野 忠次
熊田 隆一
蟹巻 雅充
矢部 民夫
遠藤 光雄
鈴木 丈夫
青木 薫
渡邊 正二
小椋 啓士
佐藤 達朗
青島 清喜
五条方 恭子
眞松 眞
小賀坂 章裕
佐瀬 みつ子
菅野 日出喜
関 信宏
安斎 常克
影山 信夫
山川 久
霜山 勉
八巻 政三

福島市御山字中川原84－1
福島市野田町4－11－20
郡山市菜根4－17－11
福島市鳥谷野字水汲田42－4
田村郡三春町大字下舞木字蛇田61－61
福島市東中央3－39－1
会津若松市石堂町5－26
会津若松市河東町金田字塩庭157
伊達市霊山町掛田字高田19－1
郡山市豊田町4－13
福島市大波字荻久保入向11－4
会津若松市中央3－3－6
福島市東中央2－95
田村市舟引町門沢字流三田292
田村市都路町岩井沢字西光地43
白河市新白河1－131
郡山市和田町字大窪49
喜多方市熊倉町雄国字森台丁1333－5
会津若松市扇町58－12
安達郡大玉村大字新座後30－2
田村市船引町北移字岩登179
郡山市上亀田23－13オアシスコート1F
田村郡三春町大字下舞木字石田250－1
郡山市大槻町字中ノ平360-26
郡山市七ツ池町4－2
河沼郡会津坂下町大字御池田字石田879
喜多方市字諏訪156－4
西白河郡矢吹町八幡町121
福島市春日町17－33加藤ビル2Ｆ
会津若松市町北町大字中沢字平沢565
福島市新町6－33
本宮市仁井田字下ノ原28－20
福島市伏拝字内田18－4
郡山市富田町字上赤沼28－7
福島市春日町1－16
伊達市梁川町幸町86
伊達市梁川町舟生字沢向12－1

Ⅵ- 38 常葉建築
白石 幸広 田村市常葉町常葉字古御門53－1
Ⅵ- 39 ㈲上野工務店
宗像 武利 郡山市富久山町久保田字上野93
田村市船引町門鹿字外ノ内177
Ⅵ- 40 ㈲マルサ佐藤建設
佐藤 要
Ⅵ- 41 生天目建築
生天目 正人 田村郡小野町大字浮金字日影98
Ⅵ- 42 フェニーチェふくしま㈱
笠原 秀幸 郡山市大町2-16-18
Ⅶ．専門工事業者(電気)
Ⅶ- 1 ㈱佐々木電気商会
佐々木 嘉宏 本宮市本宮字中條57
Ⅷ．宅建業者
Ⅷ- 1 ㈱ﾗﾝﾄﾞ・ｺｯｸｽ不動産販売 国府田 明弘 郡山市桑野3-11-16
福島市浜田町3-17
Ⅷ- 2 東栄物産㈱
安倍 宏
Ⅷ- 3 福島住宅情報㈱
宮崎 秀雄 福島市旭町10-24
郡山市鶴見坦1-9-25
Ⅷ- 4 ㈲コナンリアルエステート 佐藤 勉
Ⅷ- 5 ㈱双葉不動産
石田 全史 浪江町大字権現堂字上続町18-2
Ⅷ- 6 ㈲マボプランニング
滋賀 政行 相馬市沖ノ内1-12-8
Ⅸ．金融、行政書士、会計、ローン取次店、住宅履歴（その他の業種を具体的に記載）
Ⅸ- 1 大東銀行
鈴木 孝雄 郡山市中町19-1
Ⅸ- 2 渡辺エンジニアリング㈱ 渡邊 裕之 福島市野田町7丁目4番69号
Ⅸ- 3 ㈲アサカ会計
渡邉 睦男 郡山市堂前町1-2
横浜市鶴見区鶴見中央4－33－1
Ⅸ- 4 すてきローンセンター㈱
小池 透
横浜市鶴見区鶴見中央4－33－1
Ⅸ- 5 プロパティオン㈱
西 裕史

