
ふくしま中央建設共同企業体

１２．グループ構成員

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 田村森林組合 早川　英二

 Ⅰ- 2 ふくしま中央森林組合 渡邊　一夫

 Ⅰ- 3 福島県郡山地区木材製材協同組合 小松　吉昭

 Ⅰ- 4 東白製材協同組合 吉村　昭

 Ⅱ- 1 田村森林組合 早川　英二

 Ⅱ- 2 ふくしま中央森林組合 渡邊　一夫

 Ⅱ- 3 福島県郡山地区木材製材協同組合 小松　吉昭

 Ⅱ- 4 東白製材協同組合 吉村　昭

 Ⅱ- 5 ㈱押田製材所 押田　明男

 Ⅲ- 1 ㈱丸増ベニア商会 橋本　正高

 Ⅲ- 2 和以美株式会社 大越　新一

 Ⅲ- 3 岡田電気産業㈱ 吉村　輝一

 Ⅲ- 4 江戸川木材工業㈱ 市川　英治

 Ⅲ- 5 トータル住器株式会社 平野 力

 Ⅲ- 6 小泉東北 湯浅　裕達

 Ⅲ- 7 秋田プライウッド㈱ 井上  篤博

 Ⅲ- 8 セイホク㈱ 井上  篤博

 Ⅲ- 9 パラマウント硝子工業㈱ 畑中　昭雄

 Ⅲ- 10 ㈱JSP 塚本  耕三

 Ⅲ- 11 永大産業㈱　福島営業所 吉川　康長

 Ⅲ- 12 ㈱ノダ　郡山営業所 野田  章三

 Ⅲ- 13 吉野石膏㈱福島営業所 須藤　永一郎

 Ⅲ- 14 ニチハ㈱　郡山営業所 山中　龍夫

 Ⅲ- 15 東レACE㈱東北営業所 新谷　弘之

 Ⅲ- 16 フクビ化学工業㈱ 八木　誠一郎

 Ⅲ- 17 大倉工業㈱ 髙濵 和則

 Ⅲ- 18 株式会社LIXIL 潮田 洋一郎

 Ⅲ- 19 ＹＫＫ　ＡＰ　株式会社 黒崎　浩美

 Ⅳ- 1 ㈱ヤマセハセガワ 長谷川　勇

 Ⅳ- 2 江戸川木材工業㈱ 市川　英治

 Ⅴ- 1 恭建築設計事務所 柳沼　恭二

 Ⅴ- 2 ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾑ一級建築士事務所 横田　三郎

 Ⅴ- 3 ㈱旭設計事務所 武藤　憲雄

 Ⅴ- 4 ヒロ建築設計事務所 渡辺　道広

 Ⅴ- 5 ㈱おおほり建設 大堀　哲也

 Ⅴ- 6 大堀建設工業㈱ 大堀　一三

 Ⅴ- 7 ㈱大原工務店 大原　定雄

 Ⅴ- 8 ㈲丸金工務店 宗像　金一郎

 Ⅴ- 9 田村産業建築設計部 渡辺　善隆

 Ⅴ- 10 ㈲真島建築設計事務所 小島　健二

 Ⅴ- 11 ㈱関建設　一級設計事務所 関　信宏

 Ⅴ- 12 ㈱大樹不動産販売 桑原　三夫

 Ⅵ- 1 ㈱大原工務店 大原　定雄

 Ⅵ- 2 ㈱田村産業 渡辺　善隆

 Ⅵ- 3 ㈱ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾑ 横田　三郎

 Ⅵ- 4 大堀建設工業㈱ 大堀　一三

 Ⅵ- 5 ㈱大樹不動産販売 桑原　三夫

 Ⅵ- 6 ㈱市川建設 市川　良一

 Ⅵ- 7 ㈱おおほり建設 大堀　哲也

 Ⅵ- 8 ㈱関建設　 関　信宏

郡山市昭和2-11-34

郡山市緑町27-4

本宮市仁井田字下ノ原28-20

Ⅵ．施工

郡山市安積町日出山2-21-1

田村市船引町東部台1-8

郡山市菜根4-17-11

郡山市富久山町久保田字中合110

二本松市本町1-71

郡山市安積町日出山2-21-1

田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61

田村市船引町東部台1-8

本宮市本宮字大町1-13

本宮市仁井田字下ノ原28-20

二本松市本町1-71

郡山市堤1-65　ﾌｫｰﾚｽﾄ堤1階

郡山市菜根4-17-11

田村市船引町船引字反田6-1

郡山市台新2-3-6

郡山市緑町27-4

郡山市富久山町久保田字中合110

東京都千代田区霞が関三丁目2-5 霞が関ビルディング36階

郡山市安積町日出山

Ⅳ．プレカット

郡山市大槻町字福楽沢59

東京都江東区新木場1-3-16

Ⅴ．設計

郡山市桑野1-15-3

郡山市駅前2-12-2

郡山市長者3-4-1 4階

仙台市青葉区一番町４丁目６－１

福井県福井市三十八社町33字66番地

香川県丸亀市中津町1515

郡山市富田町愛宕前47-1

秋田県秋田市川尻町字大川反232

宮城県石巻市重吉町１番地７

福島県須賀川市木之崎字大ヶ久保24-4 

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号　新日石ビル

郡山市若葉町4-3

Ⅲ．建材流通

郡山市田村町上行合字西川原20

郡山市喜久田町卸1-84-1

郡山市喜久田町卸3-15

東京都江東区新木場1-3-16

東京都江東区大島2丁目1番1号

Ⅱ．製材

田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2

郡山市田村町金沢字大六149-10

東白川郡塙町大字台宿字下稲沢385-1

東白川郡矢祭町東舘字桃木町15

所在地

Ⅰ．原木供給

田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

田村郡小野町大字小野新町字知宗59-2

郡山市田村町金沢字大六149-10

東白川郡塙町大字台宿字下稲沢385-1



１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅵ- 9 ㈲三和物産 星　善憲

 Ⅵ- 10 ㈲サトウ企画設計室 武藤　政文

 Ⅵ- 11 ㈲丸金工務店 宗像　金一郎

 Ⅵ- 12 ㈲マルサ佐藤建設 佐藤　要

 Ⅵ- 13 ㈲鈴木工務所 鈴木　丈夫

 Ⅵ- 14 ㈲ヤマニ建築業 佐藤　勝信

 Ⅵ- 15 大和コウケン㈱ 吉田　來

 Ⅵ- 16 ㈱西向建設工業 石井　國仲

 Ⅵ- 17 ㈲斉藤建築 斉藤　善二郎

 Ⅵ- 18 ㈲玄葉建築 玄葉　信一

 Ⅵ- 19 ㈲クニオ建築事務所 菊池　邦夫

 Ⅵ- 20 ㈲山秀工務店 山田　秀雄

 Ⅵ- 21 ㈲有松工務店 有松　良治

 Ⅵ- 22 ㈲二瓶建設 二瓶　清作

 Ⅵ- 23 ㈲曲山工務店 曲山　吉信

 Ⅵ- 24 野村建築 野村　綱男

 Ⅵ- 25 芳賀建設 芳賀　道男

 Ⅵ- 26 ㈲松坂建設 松坂　嗣雄

 Ⅵ- 27 ㈱福田建設 福田　和豊

 Ⅵ- 28 ㈲近内建築 近内　作男

 Ⅵ- 29 ㈱鈴木建業所 鈴木　美善男

 Ⅵ- 30 ㈲ベル 佐瀬　みつ子

 Ⅵ- 31 ㈲影山建築 影山　信夫

 Ⅵ- 32 古宇田工務店 古宇田　浩幸

 Ⅵ- 33 緑川工務店 緑川　亮

 Ⅵ- 34 ㈲上野工務店 宗像　竹利

 Ⅵ- 35 ㈱椎根建設 椎根　和芳

 Ⅶ- 1 ㈲アイカン伊藤地所 伊藤　一夫

 Ⅶ- 2 ㈱椎根建設 椎根　和芳

 Ⅶ- 3 ㈱マイルドホーム 木原　悟

 Ⅶ- 4 ㈲伊豆屋住宅不動産 伊豆　周治

 Ⅶ- 5 大堀建設工業㈱ 大堀　一三

 Ⅶ- 6 ㈱大原工務店 大原　定雄

 Ⅶ- 7 ㈱ｱｲﾋﾞｰﾎｰﾑ 横田　三郎

 Ⅶ- 8 ㈲サトウ企画設計室 武藤　政文

 Ⅶ- 9 ㈱大樹不動産販売 桑原　三夫

 Ⅶ- 10 ㈱ランドハウス福島 後藤　孝一

 Ⅶ- 11 ㈲アモーレ 滝田　隆次

 Ⅶ- 12 ㈲郡山信用宅建 生天目　測

 Ⅶ- 13 ㈲測地測量 降矢　正美

 Ⅶ- 14 ㈱エフワン開発 佐藤　善一

 Ⅶ- 15 ㈱藤栄地所 遠藤　悦夫

 Ⅶ- 16 ㈲ホームランド福島 橋本　浄

 Ⅶ- 17 岩根不動産 大塚　一成

 Ⅶ- 18 ㈲三和物産 星　善憲

 Ⅶ- 19 ㈱田村産業 渡辺　善隆

 Ⅶ- 20 アップポイント 佐久間　幸彦

 Ⅶ- 21 ㈲丸金工務店 宗像　金一郎

 Ⅶ- 22 八島不動産 影山　孝幸

 Ⅶ- 23 星不動産事務所 星　一典

 Ⅶ- 24 ㈲松坂建設 松坂　嗣雄

 Ⅶ- 25 ㈲住宅情報社 村田　正隆

 Ⅶ- 26 ㈱タック 岸部　好秀

 Ⅶ- 27 ㈲松崎工務店 松崎　尚

 Ⅷ- 1 小谷田利美事務所 小谷田　利美

 Ⅷ- 2 ㈲測地測量 降矢　正美 郡山市桑野2-29-18

会津若松市北滝沢2-2-18

南相馬市原町区高見町1-57-2

いわき市小名浜住吉字浜道58

いわき市平上荒川字堀の内36-5

Ⅷ．行政書士

郡山市朝日2-6-4

須賀川市影沼町128

田村市船引町東部台1-8

田村市船引町船引字扇田231-1

田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61

田村市船引町東部台2-299

会津若松市門田町大字黒岩字石高133

郡山市香久池2-20-5

郡山市桑野2-29-18

郡山市富田町字下双又14-44　トミタプラザ101

郡山市喜久田町字前北原53-48

福島市浜田町8-18

安達郡本宮町字館町170-2

郡山市安積町日出山2-21-1

郡山市菜根4-17-11

福島市伏拝字台田19-9

二本松市本町1-71

福島市飯坂町平野字海道下16

郡山市七つ池1-2　ヴィラオートリ105

Ⅶ．宅建業

郡山市台新1-4-20

郡山市日和田町高倉字上萱沼４７－６

郡山市駅前2-5-10

西白河郡矢吹町本町181-15

郡山市富久山町久保田字中合110

会津若松市町北町大字中沢字平沢５６５

郡山市富田町字上赤沼２８－７

田村市船引町

西白河郡中島村大字滑津字中島西12-12

郡山市富久山町久保田字上野93

郡山市日和田町高倉字上萱沼４７－６

東白川郡塙町大字東河内字五郎内1

西白河郡中島村二子塚栄田48

会津若松市北滝沢2-2-18

郡山市横川町字大谷地37 

郡山市昭和町2-2-27

郡山市富久山町福原字水穴123-94

田村市船引町芦沢梅ヶ咲173

いわき市好間町中好間字八反田21-2

石川郡石川町石田95-23

石川郡石川町大字双里字神主５

石川郡平田村大字西山字北田22

石川郡玉川村大字蒜生字栗木内37

田村市船引町門鹿字外ノ内177 

田村市船引町北移字岩登179

田村市船引町芦沢字叺内前157 

田村市常葉町堀田字八升栗６６

田村市常葉町西向字中７６－１

田村市船引町船引字北元町８

須賀川市影沼町128

福島市伏拝字台田19-9

田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61



１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅸ- 1 箭内邦夫司法書士土地家屋調査士事務所 箭内　邦夫

 Ⅸ- 2 伊藤幸夫事務所 伊藤　幸夫

 Ⅸ- 3 有我司法書士事務所 渡辺　剛一

 Ⅹ- 1 平石法律事務所 平石　典生

 Ⅺ- 1 ㈲渡辺測量設計事務所 渡辺　剛一

 Ⅺ- 2 土地家屋調査士竹内事務所 竹内　博幸

 Ⅺ- 3 ㈲測地測量 降矢　正美

 Ⅻ- 1 ㈲ダン 渡辺　吉明 本宮市本宮

 Ⅻ- 2 ㈱あさか保険エイジェンシー 立花　豊

 Ⅻ- 3 ㈲福島みなみ企画 倉澤　達郎 郡山市並木

 Ⅻ- 4 ソニー生命保険㈱ 中根　康

 Ⅻ- 5 ㈲三宝 安部　悦子 郡山市朝日

 Ⅻ- 6 ㈲コーエン損害保険 高緑　勝一 郡山市笹川1-14-6

 Ⅻ- 7 早川保険サービス 早川　英二

13-1 ㈲望月会計事務所 望月　庸夫

14-1 郡山信用金庫　南部支部 小林　満

14-2 東邦銀行　郡山東支店 榎　隆裕

14-3 東北労働金庫　郡山支店 橋本　文男

14-4 福島銀行　ローンプラザいわき 遠藤　貴之

14-5 田村農業協同組合 富塚　正

14-6 大東銀行　船引支店 高野　雅之

14-7 福島銀行　船引支店 熊坂　光幸

14-8 東邦銀行　船引支店 志賀　由紀夫

15-1 ㈱東京クリーン 大原　定雄

郡山市本町2-4-7

郡山市小原田3-15-4

郡山市虎丸1-27

いわき市平字南町23-1

田村市船引町船引字原田１００－１

田村市船引町船引字南町通130-1

15.産廃業

郡山市安積町日出山2-21-1

田村市船引町船引字和尚坦77

田村市船引町船引字北町通45

郡山市小原田3-10-4

郡山市駅前2-11-1ビックアイ19階

田村市常葉町西向字堂ケ入62-7

13.会計事務所

郡山市鶴見坦2-8-37

14.金融業

郡山市堤下町12-3　ヴェルトピア509 201

Ⅺ．土地家屋調査士

郡山市朝日2-12-5

郡山市朝日2-6-4　2階

郡山市桑野2-29-18

Ⅻ．保険業

Ⅸ．司法書士

田村市船引町船引字扇田15 - 1 

西白河郡泉崎村大字踏瀬字赤沢山4番地20

郡山市深沢1-2-9

Ⅹ．弁護士


