
ＩＯＲＩ倶楽部

１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

Ⅰ．原木供給

 Ⅰ- 1 佐久間建設工業㈱ 佐久間　源一郎大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687

 Ⅰ- 2 五十嵐林業 五十嵐 馨 大沼郡三島町大字大谷字川原3893

 Ⅰ- 3 穴沢林業 穴沢 正良 会津若松市大戸町大字大高川甲3893

 Ⅰ- 4 杉原造林 杉原 啓喜 河沼郡柳津町大字芋野小屋字居平477

Ⅱ．製材

 Ⅱ- 1 堀木材㈱ 堀  吉伸 河沼郡会津坂下町字上口473-1

 Ⅱ- 2 酒井建設（合） 酒井 正吉郎 南会津郡只見町大字只見字新町2181-6

 Ⅱ- 3 会津若松地方森林組合 芳賀 利夫 会津若松市城前２−３ 

 Ⅱ- 4 田村森林組合 早川 栄二 田村市常葉町西向字堂ｹ入62-7

 Ⅱ- 5 大竹製材所  大竹 信吉 大沼郡金山町大字大志字居平207

Ⅲ．建材流通

 Ⅲ- 1 丸勇銘木店 滝澤  充 会津若松市山鹿町２−２２ 

 Ⅲ- 2 杉田エース㈱ 郡山営業所 渡辺 直之 郡山市喜久田御 1-14-1

Ⅳ．プレカット

 Ⅳ- 1 田村森林組合 早川 栄二 田村市常葉町西向字堂ｹ入62-7

 Ⅳ- 2 那賀川すぎ共販共同組合 佐々木 隆雄 徳島県阿南市那賀川町豊香野186

Ⅴ．設計

 Ⅴ- 1 什点建築設計事務所 舟木 政一 会津若松市鶴賀町9-17

 Ⅴ- 2 ㈱里山建築研究所 関根 真紀 茨城県つくば市北条184

 Ⅴ- 3 ㈲和泉設計 和泉 健司 会津若松市北町大字荒久田字石尻121

 Ⅴ- 4 会津建築工芸舎 金親 丈史 喜多方市熊倉町新合字勝本甲2014

 Ⅴ- 5 ＴＯＪＯ設計工房 東条 竜也 喜多方市花園153

 Ⅴ- 6 宗像和則建築設計事務所 宗像 和則 郡山市開成5丁目16-24

 Ⅴ- 7 まちづくり工房 檜山 延雄 いわき市常磐関船町矢津29-53

Ⅵ．施工

 Ⅵ- 1 佐久間建設工業㈱ 佐久間　源一郎大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687

 Ⅵ- 2 菊地工務店 菊地 俊男 河沼郡柳津町大字四ツ谷字上居平182

 Ⅵ- 3 ㈲阿部建築 阿部 政敏 南会津郡下郷町大字豊成字楢原2437

 Ⅵ- 4 由匠工務店 古俣 厚弘 会津若松市大戸町上三寄字香塩118

 Ⅵ- 5 若林建築 若林 明雄 大沼郡金山町大字本名字上ﾉ坪1967

 Ⅵ- 6 ㈲栗城 栗城  佐 大沼郡三島町大字宮下字215-2

 Ⅵ- 7 ㈲五条方建築 五条方 恭子 喜多方市字諏訪156-4

 Ⅵ- 8 室井建築 室井 清四 南会津郡南会津町田島町字田部原253-34

 Ⅵ- 9 三瓶工務店 三瓶 一也 南会津郡只見町大字寄岩字居平58

Ⅶ．法律業務・手続き

 Ⅶ- 1 きつ法律事務所 木津 健三 郡山市麗山1-16-11

 Ⅶ- 2 長島栄治司法書士事務所 長島 栄治 会津若松市南千石町6-5 商工会議所別館2Ｆ

 Ⅶ- 3 行政書士法人ミナスム 古川 悠一郎  会津若松市白虎町218-1

Ⅷ．金融機関 ・ﾌｧｲﾅﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

 Ⅷ- 1 会津信用金庫    星    幹夫  会津若松市馬場町2-16

 Ⅷ- 2 会津信用金庫 宮下支店 常法寺 善孝 大沼郡三島町大字宮下字居平137-4 

Ⅸ．不動産

 Ⅸ- 1 会津土地建物㈱ 齋藤 斗志郎 会津若松市白虎191

 Ⅸ- 2 佐久間建設工業㈱ 佐久間　源一郎大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687

 Ⅹ．教育機関

Ⅹ- 1 筑波大学大学院 安藤 邦廣 茨城県つくば市天王台1-1-1

 Ⅺ ．復興活動団体

 Ⅺ- 1 （社）ふくしま連帯復興センター 清水 修二 福島市太田町17-8 アーバン横山1Ｆ

Ⅻ．地域づくり団体

 Ⅻ- 1 ＮＰＯ法人まちづくり喜多方 蜷川 靖弘 喜多方市通船場19

ⅩⅢ．農業法人

ⅩⅢ - 1  奥会津彩の里 佐久間　秀夫 大沼郡金山町大字太郎布字惣山764-6

ⅩⅣ．測量・土地家屋調査

ⅩⅣ - 1 ㈲南進測量  樋山 秀樹 会津若松市東年貢町2-2-12

ⅩⅣ - 2 天井正一土地家屋調査士事務所 天井 正一 会津若松市扇町83-8



ⅩⅤ．その他 （地域文化関連団体 ）

ⅩⅤ - 1 福島県立博物館 赤坂 憲雄 会津若松市東町1-25

ⅩⅤ - 2 喜多方シティエフエム㈱ 小田切 秀介 喜多方市通船場19

ⅩⅤ - 3 ㈱ 郡山コミュニティ放送 鈴木 則雄 郡山市清水台2-10-11 レジデンス清水台201

ⅩⅤ - 4 ＮＰＯ法人 グリーンエネルギーユーザーズ 情野 克純 郡山市鳴神3-134

ⅩⅤ - 5 ㈱ 明天 貝沼 航 会津若松市一簣町八角字中村東 69-1

ⅩⅥ．専門工事業者

ⅩⅥ - 1 ヤマト建設 塩田  宏 喜多方市塩川町東栄町 4-4-11

ⅩⅥ - 2 大工の上野 上野 真玄 喜多方市字関柴町三津井字唐八2300-1

ⅩⅥ - 3 鈴木建築 鈴木 健之 喜多方市字中川原4463-2

ⅩⅥ - 4 南波工務店 南波 真 いわき市中平窪東高砂3-1 メゾン高砂 Ｂ-201

ⅩⅥ - 5 栗城馬場工業 ㈱ 栗城 源司 大沼郡昭和村大字野尻字山崎4744

ⅩⅥ - 6 杉原建築 杉原 敬 埼玉県飯能市八幡町16-10

ⅩⅥ - 7 八ツ橋設備 ㈱ 笠原 昭 会津若松市桧町2-3

ⅩⅥ - 8 ㈱ 光電設 新田 一則 会津若松市中央1丁目4-34

ⅩⅥ - 9 ㈲広大 五十嵐 弘文 会津若松市北会津町大字真宮町新町北4-62

ⅩⅥ - 10㈱ 会津ガラス 伊藤 喜之 会津若松市一簣町大字亀賀字郷之原430

ⅩⅥ -11 ㈲半間板金工業所 半間  実 河沼郡会津坂下町上四十石甲2865-15

ⅩⅥ -12 ㈲滝防水 滝田 六郎 会津若松市門田町大字飯寺字村西109-5

ⅩⅥ -13 青山建具店 青山 好春 喜多方市字東町 4082

ⅩⅥ -14 ㈲伊藤左官工業所 伊藤 年 郡山市湖南町福良山崎 4-183

ⅩⅥ -15 ㈲サトー興業 佐藤 義廣 会津若松市北会津町間宮新町南 2-130

ⅩⅥ -16 会津法面㈱ 会津支店 吉田 義幸 河沼郡会津坂下町館ノ下82

ⅩⅦ．その他 （資材提供団体）

ⅩⅦ -1 ㈲富士加工 高野 富士夫 伊達郡霊山町字山野川平入 6-1

ⅩⅦ -2 新越金網 ㈱ 山後 春信 新潟県燕市田中新 1011

ⅩⅦ -3 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ㈱ 会津若松市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 小林 純一 会津若松市神指町黒川字湯川東170

ⅩⅦ -4 ㈱ カヨウ 福岡 正巳 郡山市安達 4-183

ⅩⅦ -5 ㈱ 浅井鋳造所 浅井 孝至 愛知県一宮市千秋町小山字東仲田 12

ⅩⅦ -6 会津桐タンス㈱ 齋藤 茂樹 大沼郡三島町大字名入字諏訪ノ上394

ⅩⅦ -7 杉山エース㈱ 郡山営業所 渡辺 直之 郡山市喜久田町卸 1-14-1

ⅩⅦ -8 作田電機㈱  会津支店 小椋 孝夫 会津若松市インター西56-5

ⅩⅦ -9 ㈱ 日伸 橋本  保 会津若松市町北町大字上荒久田字宮下63

ⅩⅦ -10 ㈱ 福島ビルテック 寺島 靖夫 会津若松市インター西26

ⅩⅦ -11 ㈱ クイックベース開発機構 小日向 孝 横浜市都築区荏田南1丁目5番地 17-103号




