
全建総連福島（福島県建設労働組合連合会）

１２．グループ構成員

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 ㈲シーエム設計企画 渡邊　　誠
 Ⅰ- 2 猪狩銘木店 猪狩　忠則
 Ⅰ- 3 村上製材所 村上　格一
 Ⅰ- 4 ㈲斎藤住宅建材 斎藤　隆夫
 Ⅰ- 5 安積木材店 大和田　博
 Ⅰ- 6 ㈲小森木材 小森　六郎

 Ⅱ- 1 湯野木材工業合資会社 斎藤　利紀
 Ⅱ- 2 渡辺木材店 渡辺要太朗
 Ⅱ- 3 伊藤製材所 伊藤　　薫
 Ⅱ- 4 ㈱オザワホームキット 小澤　広行
 Ⅱ- 5 松本建材 松本　　貢
 Ⅱ- 6 ㈲星安 星　　安秋
 Ⅱ- 7 ㈱押田製材所 押田　明男
 Ⅱ- 8 ㈱鈴木材木店 鈴木　昌一
 Ⅱ- 9 遠藤林業㈱ 遠藤　浩司
 Ⅱ- 10 滝澤木材㈲ 滝澤　俊文
 Ⅱ- 11 吉田製材所 吉田　　一

 Ⅲ- 1 トーモク㈱ 斎藤　敬

 Ⅳ- 1 福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 小松　昭人
 Ⅳ- 2 中井住宅木販㈱ 中井　政助
 Ⅳ- 3 光和建材㈱ 笠原　昇

 Ⅴ- 1 ㈲日本興社優建築設計事務所 鈴木　　優
 Ⅴ- 2 芳賀建築設計事務所 芳賀　修一
 Ⅴ- 3 安藤設計室 安藤　　隆
 Ⅴ- 4 ㈲シーエム設計企画 渡邊　　誠
 Ⅴ- 5 ナカノ建築設計室 中野　勝行
 Ⅴ- 6 信建築事務所 井上　信一
 Ⅴ- 7 樫建築設計事務所 佐久間　俊一
 Ⅴ- 8 北越建築設計室 北越　邦彦
 Ⅴ- 9 橋本建築設計測量事務所 橋本　祐司
 Ⅴ- 10 菅野建設設計事務所 菅野　悦司
 Ⅴ- 11 ㈱会田工務店 会田  勝浩
 Ⅴ- 12 クマダ設計 熊田  文男
 Ⅴ- 13 ㈱朝日ハウジング 小林  孫一
 Ⅴ- 14 たけだ建築設計 武田  行市
 Ⅴ- 15 ㈲丸金工務店 宗像  金一郎

 Ⅴ- 16 宗形建築設計事務所 宗形  聖一

 Ⅴ- 17 柳デザイン1級建築士設計事務所 柳沼  良三

 Ⅴ- 18 志賀建築設計事務所 志賀　正文
 Ⅴ- 19 フジタ設計室 藤田光孝
 Ⅴ- 20 ＮＰＯ法人しらかわ建築ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 松田和久
 Ⅴ- 21 吉田建築設計事務所 吉田 榮光
 Ⅴ- 22 (有)平子工務所 平子 和幸
 Ⅴ- 23 高木文孝建築士事務所 高木 文孝
 Ⅴ- 24 キタゴー一級建築設計事務所 北郷 哲夫
 Ⅴ- 25 佐藤建築研究室 佐藤 靖
 Ⅴ- 26 きむら建築企画 木村 芳孝
 Ⅴ- 27 先崎設計工房 先崎 正男
 Ⅴ- 28 盛設計事務所 小野 盛幸
 Ⅴ- 29 かずき設計企画 鈴木 和夫
 Ⅴ- 30 作山設計 作山 清一
 Ⅴ- 31 長瀬建築設計事務所 長瀬 周雄
 Ⅴ- 32 真建築事務所 小林 直昌
 Ⅴ- 33 二階堂設計事務所 二階堂 廣志
 Ⅴ- 34 川崎博一級建築士事務所 川崎 博
 Ⅴ- 35 小林建築工房 小林 仁
 Ⅴ- 36 (有)開設計 佐藤 良己
 Ⅴ- 37 片寄美建築設計事務所 片寄 美子
 Ⅴ- 38 髙橋建築設計 髙橋　新一
 Ⅴ- 39 星建築設計事務所 星　　亮次
 Ⅴ- 40 松石建築設計事務所 松石　晃喜

南相馬市原町区錦町1-140-3
南相馬市原町区高見町293-3
南相馬市原町区南町1-31-16

いわき市中岡町6-9-8
いわき市郷ヶ丘3-26-9

福島市南矢野目字鵯目51-9
福島市笹木野字北中谷地30-4
福島市御山字山田30-10ﾘﾌﾞﾚｽB･103
福島市飯坂町平野字北天王下51-7
福島市松川町沼袋字戸ノ内130

いわき市平字五色町20いわき市平字五色町20

郡山市安積町荒井字洞田5
郡山市大槻町字松井西林30-3
郡山市富久山町久保田字下河原20-3

いわき市江畑町江ノ上21
いわき市平字作町3-1-1
いわき市小名浜住吉字搦町1

須賀川市古舘87-4

いわき市小名浜野田字田中140-1
いわき市内郷綴町榎下63-6

いわき市遠野町上遠野字土橋51

いわき市永崎字橋出16-8
いわき市植田町林内12-6

郡山市桑野2-6-13

いわき市小名浜大原字丁新地53-3

いわき市平字愛谷町3-6-5

いわき市遠野町大平字曲藤69-1

所在地

福島県郡山市安積町成田字三渡24

白河市泉田池ノ上92
白河市中町64-2アイオンビル1Ｆ

福島市川俣町字仲ノ内58-6
郡山市大槻町字山下前68
郡山市安積町2-272
須賀川市岩渕字笟池84-1

会津若松市門田町大字一ノ堰字村東297
いわき市遠野町根岸字白幡31-3

東白川郡矢祭町大字東舘字桃木町15

福島市飯坂町平野字堰端10

Ⅴ．設計

石川郡古殿町大字松川字寺作45-1

田村市船引町北鹿又字堂地前60

白河市北真舟127-10
白河市郭内1-165

いわき市平上荒川字長尾115-3

南相馬市原町区栄町三丁目93

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字寅卯平32-1
福島県郡山市日和田町字原12-1

Ⅱ．製材
福島市飯坂町湯野字鼻毛7

郡山市安積町成田字三渡22

白河市白坂字勝多石10-18

二本松市針道堤埼20-2

福島県白河市池下向山１－３

郡山市中田町柳橋字町169

Ⅰ．原木供給
南相馬市原町区大木戸字松島345-23

南相馬市原町区大木戸字松島345-23

Ⅳ．プレカット

Ⅲ．建材流通

大沼郡会津美里町字西裏1679

田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61

郡山市逢瀬町河内字樋下1

郡山市鳴神1-69-106

いわき市平下平窪山土内町7-8
いわき市平北白土字穂積1-2

いわき市平下大越字岸前125-3
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１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅴ- 41 池下建築設計事務所 池下一男
 Ⅴ- 42 村上一級建築設計事務所 村上武正
 Ⅴ- 43 有限会社　山野辺工務店 山野辺耕一
 Ⅴ- 44 飛鳥設計 半沢順一
 Ⅴ- 45 笹岡一級建築士事務所 笹岡正人
 Ⅴ- 46 国分建築設計事務所 国分敏行

 Ⅵ- 1 ㈲遠藤工務店 遠藤　安男
 Ⅵ- 2 ㈲芳建 高橋　芳雄
 Ⅵ- 3 ㈱モニワハウスドクター 佐藤　定芳
 Ⅵ- 4 ㈲菅野工務店 菅野　一治
 Ⅵ- 5 三浦工務店 三浦　　司
 Ⅵ- 6 清水建工 清水　恵蔵
 Ⅵ- 7 ㈲磯部工務店 磯部　義孝
 Ⅵ- 8 ㈲橋平建設 橋本　夘平
 Ⅵ- 9 生天目建築 生天目正人
 Ⅵ- 10 ㈲近内工務店 髙橋　正男
 Ⅵ- 11 ㈲佐藤工務所 佐藤新多郎
 Ⅵ- 12 ㈱建築鈴木 鈴木　政夫
 Ⅵ- 13 川島工務店 川島　　清
 Ⅵ- 14 いわき誠工務店 蛭田　　誠
 Ⅵ- 15 ㈲川崎工務店 川崎　博祐
 Ⅵ- 16 ㈲里の木工房 佐藤　信吉 福島市立子山字畑中72-6
 Ⅵ- 17 ㈲伊藤工務店 伊藤　俊雄 福島市矢剣町22-21
 Ⅵ- 18 樋口建築 樋口　敏幸 福島市宮代字一本松97
 Ⅵ- 19 安斎建設㈱ 安斎　常克 福島市伏拝字内田18-4
 Ⅵ- 20 ㈲阿部建築所 阿部　周治 福島市南沢又字東谷地25-18
 Ⅵ- 21 菅野工務店 菅野　光男 伊達郡川俣町大字西福沢字下永田1
 Ⅵ- 22 佐藤建匠 佐藤　重政 伊達郡川俣町大字秋山字狢窪山1-2
 Ⅵ- 23 ㈱黒澤工務店 黒澤　信之 福島市八木田字中島152-4
 Ⅵ- 24 かとう美建 加藤　次男 福島市岡部字大下5-2-101
 Ⅵ- 25 後藤建築 後藤　高夫 福島市松川町下川崎字原53-1
 Ⅵ- 26 小林建築 小林　太志 福島市八木田字並柳146-6
 Ⅵ- 27 齋藤建築 齋藤　弘昭 福島市松川町字仲ノ内45
 Ⅵ- 28 須藤建築 須藤　繁雄 福島市町庭坂字一本杉16-1
 Ⅵ- 29 大和田建築 大和田　正家 福島市永井川字沢田43-1
 Ⅵ- 30 ㈲長谷部建築 長谷部　徳治 福島市宮代字田尻26-4
 Ⅵ- 31 ㈲加藤工務店 加藤　一 福島市荒井字若狭8
 Ⅵ- 32 ワタ建工匠 渡辺　広昭 伊達市霊山町山野川字庵ノ内25-2
 Ⅵ- 33 ㈱原建築 原　登 福島市笹木野字西原2-107
 Ⅵ- 34 三浦工務店 三浦　一夫 福島市飯野町青木字楚利田28-1
 Ⅵ- 35 宮島建築 宮島　勝夫 福島市野田町字寺ノ内19-1
 Ⅵ- 36 安彦住建 安彦　宏治 福島市笹木野字八方畑69
 Ⅵ- 37 KAN建築事務所 菅野　利和 福島市佐倉下字笠ノ内北20-6
 Ⅵ- 38 佐藤建築 佐藤　勇 福島市飯坂町字西桜瀬41-7
 Ⅵ- 39 ㈲遠藤常男工務店 遠藤常男 福島市飯坂町中野字高取前71-4
 Ⅵ- 40 槇建築 槇　芳文 福島市仁井田字上台11-5
 Ⅵ- 41 ㈲渡辺建築 渡辺徳幸 伊達市霊山町石田字橋本15-5
 Ⅵ- 42 佐々木工務店 佐々木三代治 伊達市梁川町字八筋64-9
 Ⅵ- 43 ㈲小原材木店 小原孝嗣 福島市瀬上町字東町一丁目7番地の1
 Ⅵ- 44 ウッドワーク 田中　満 伊達郡桑折町大字谷地字添9-5
 Ⅵ- 45 松本建築 松本孝光 伊達市箱崎字滝前18-10
 Ⅵ- 46 かんの建築 菅野四男 福島市大笹生字備中5-3
 Ⅵ- 47 ㈲菅野建工 菅野兵一 福島市大笹生字作田57-9
 Ⅵ- 48 ㈱桑島建業 桑島　稔 福島市飯坂町東湯野字道合17-4
 Ⅵ- 49 ㈲佐藤守工務店 佐藤　守 福島市飯坂町平野字屋敷前12
 Ⅵ- 50 阿部建築 阿部周五 福島市大笹生字久地木4-1
 Ⅵ- 51 ㈲鈴力工務店 鈴木　力 福島市飯坂町茂庭字北ノ原82
 Ⅵ- 52 ㈱山英工務店 山田英二 福島市大笹生字久地木42-3
 Ⅵ- 53 中野建築 中野光広 福島市瀬上町字町頭3番地の5
 Ⅵ- 54 水倉建築 水倉　均 福島市飯坂町平野字西前原24-12
 Ⅵ- 55 沖野建築 沖野富男 福島市笹谷字中町15
 Ⅵ- 56 さくま建築 佐久間　守 伊達郡桑折町大字谷地字道下18
 Ⅵ- 57 美谷建築 美谷好市 福島市飯坂町中野字滝ノ沢92
 Ⅵ- 58 木村工務店 木村明雄 福島市飯坂町中野字栃窪36-22
 Ⅵ- 59 ㈲鈴武工務店 鈴木祐市 福島市飯坂町湯野字横町19-4
 Ⅵ- 60 橘内建築 橘内富雄 伊達市北後32-3

会津若松市天神町14-7
耶麻郡猪苗代町字東町裏4793

本宮市本宮字一ツ屋43-1
田村市都路町岩井沢字道ノ内34-10
田村市大越町上大越字元池287-16

いわき市遠野町滝字新川原33-2

田村市船引町堀越字宇頭3

須賀川市横田字北之後149

南相馬市西町三丁目104

南相馬市原町区上渋佐字原田６６－５

田村郡小野町大字浮金字日影98

福島県福島市飯野町字犬子ヶ原20-1
福島県福島市荒井字叺内前２－６
本宮市長屋字堀込２６－２

Ⅵ．施工

会津若松市門田町大字中野字屋敷72-18

須賀川市泉田字寺久保57-1
東白川郡塙町大字常世中野字雨谷75

郡山市富久山町久保田字恩田49

郡山市大槻町字下町7
須賀川市仁井田字大谷地371

二本松市戸沢字松ヶ作34-2
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１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅵ- 61 ㈱佐藤建築 佐藤修一 福島市天神町16-1
 Ⅵ- 62 タカシ建築 佐藤　孝 伊達郡国見町大字小坂字前14-2
 Ⅵ- 63 ㈲入山建築 菅野敏之 福島市山口字入山17
 Ⅵ- 64 大橋工務店 大橋惠吉 伊達市霊山町掛田字日向前130-1
 Ⅵ- 65 ㈲丸充松田建業 松田充弘 伊達郡国見町大字大木戸字大橋20
 Ⅵ- 66 山田建築 山田喜一 福島市飯坂町平野字御庵畑23-5
 Ⅵ- 67 大工のさとう 佐藤　瞬 伊達市荒町51-3
 Ⅵ- 68 ㈱会田工務店 会田  勝浩 郡山市安積町荒井字洞田5
 Ⅵ- 69 ㈲伊藤住建 伊藤  光一 郡山市富久山町福原字町裏47
 Ⅵ- 70 ㈲木目沢工務店 木目沢  勉 郡山市芳賀1-10-1
 Ⅵ- 71 クマダ設計 熊田  文男 郡山市大槻町字松井西林30-3
 Ⅵ- 72 ㈱朝日ハウジング 小林  孫一 郡山市富久山町久保田字下河原20-3
 Ⅵ- 73 佐々木工務店 佐々木  幸重 郡山市西田町根木屋字鬼久保129-2
 Ⅵ- 74 鈴木建築 鈴木  利昭 郡山市逢瀬町多田野字萱林78
 Ⅵ- 75 ㈲瀬谷工務店 瀬谷  善寿 郡山市富田町字若木下35-2
 Ⅵ- 76 ㈲千葉末建設 千葉  辰夫 郡山市咲田1-15-12
 Ⅵ- 77 ㈱古川材木店 古川  信二 郡山市大槻町字三ッ坦8-35
 Ⅵ- 78 ㈲まなぶ建築所 古川  学 郡山市大槻町東台131
 Ⅵ- 79 星野工務店 星野  一則 郡山市喜久田町堀之内字宮18
 Ⅵ- 80 ㈲マスケンホーム 増子  幸男 郡山市大槻町字人形坦東93-4
 Ⅵ- 81 宗形建工所 宗形  勝夫 郡山市大槻町小山田前8-2
 Ⅵ- 82 ㈲丸金工務店 宗像  金一郎 田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61
 Ⅵ- 83 宗形建築 宗形  聖一 郡山市逢瀬町河内字樋下1
 Ⅵ- 84 村上工務店 村上  喜則 郡山市中田町柳橋字町373
 Ⅵ- 85 吉田住建 吉田  弘義 郡山市富久山町福原字陣場217-4
 Ⅵ- 86 ㈲渡辺建設 渡辺  勝男 郡山市西ノ内1-25-21
 Ⅵ- 87 大野工務店 大野　重節 岩瀬郡天栄村大里字深沢75-44
 Ⅵ- 88 ㈲ハウジング芳賀 芳賀　裕三 須賀川市並木町53
 Ⅵ- 89 ㈲高村建創 高村　壮 白河市鍛治町24
 Ⅵ- 90 ㈲國井工務店 國井豊寿 白河市大信増見字天狗塚53
 Ⅵ- 91 ㈲田部井工務店 田部井吉夫 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原352-3
 Ⅵ- 92 三森建匠 三森正蔵 西白河郡西郷村大字真船字折口原5-69
 Ⅵ- 93 中村工務所 中村恒夫 白河市寺小路61-2
 Ⅵ- 94 鈴清工務店 鈴木 清敏 いわき市江名字走出100-8
 Ⅵ- 95 ㈲平子工務所 平子 和幸 いわき市遠野町大平字曲藤69-1
 Ⅵ- 96 文孝工務店 高木 文孝 いわき市江畑町江ノ上21
 Ⅵ- 97 庄司建築 庄司 博美 いわき市小川町柴原字入の内27
 Ⅵ- 98 きむら建築企画 木村 芳孝 いわき市平下平窪山土内町7-8
 Ⅵ- 99 ㈲坂喜建築 坂本 喜七 いわき市平上大越字八ツ手22-4
 Ⅵ- 100 ㈲木家組工房 寺島 信浩 いわき市小名浜住吉字道下37
 Ⅵ- 101 小平建築 小平 正治 いわき市小名浜字大道北162-6
 Ⅵ- 102 ヨシダ住建 吉田 満 いわき市四倉町字東3-31-4
 Ⅵ- 103 鈴木建築 鈴木卓夫 いわき市遠野町上遠野字原前18-2
 Ⅵ- 104 草野建築 草野 徳雄 いわき市好間町北好間字上野104-13
 Ⅵ- 105 川崎工務店 川崎 博 いわき市郷ヶ丘3-26-9
 Ⅵ- 106 ㈲鈴勝建設 鈴木 正一 いわき市小名浜字隼人102-6
 Ⅵ- 107 面川建築 面川 一茂 いわき市遠野町入遠野字有実12-2
 Ⅵ- 108 アツシ建築 菅沼 宏至 いわき市金山町南台84
 Ⅵ- 109 小林建築工房 小林 仁 いわき市小名浜野田字田中140-1
 Ⅵ- 110 マツモト建築 松本 昭善 いわき市小川町柴原字宮沢74-77
 Ⅵ- 111 建築工房木楽 駒田 喜明 いわき市勿来町窪田小島5-15
 Ⅵ- 112 松田建築設計 松田 良一 いわき市郷ヶ丘3-28-2
 Ⅵ- 113 齋藤建築 齋藤 巌 いわき市好間町上好間大堰41
 Ⅵ- 114 石口建築 石口 登 いわき市平下高久字八幡38-1
 Ⅵ- 115 猪狩工務店 猪狩 三郎 いわき市小川町高萩字山ノ入201-15
 Ⅵ- 116 鈴藏工務店 鈴木 圭藏 いわき市平赤井字中道89‐8
 Ⅵ- 117 やぶき建設㈱ 矢吹 栄一 いわき市平荒田目字田中内北50
 Ⅵ- 118 ㈲髙崎工務店 髙崎 眞一 いわき市後田町町田36-4
 Ⅵ- 119 ヨシダ工務店 吉田 喜久 いわき市泉もえぎ台3-22-4
 Ⅵ- 120 下山田工務店 下山田 芳信 いわき市山田町岸ノ内16-3
 Ⅵ- 121 ネモト興業㈱ 根本 恵子 いわき市錦町江栗2-97
 Ⅵ- 122 勝雄建築 草野 勝雄 いわき市好間町上好間字上野原369-1
 Ⅵ- 123 ㈲三光建設 渡辺　志津子 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字赤坂446番地2
 Ⅵ- 124 猪狩安正工務店 猪狩　安正 双葉郡楢葉町大字山田岡字一升平17番地5
 Ⅵ- 125 井戸川工務店 井戸川　春男 双葉郡富岡町大字仏浜字西原138番地
 Ⅵ- 126 関根技建 関根　一衛 双葉郡楢葉町井出字八石73番地
 Ⅵ- 127 ㈲玉川建築工業所 玉川　敬 南相馬市原町区西町3-453-2
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１２．グループ構成員

事業者名 代表者名 所在地

 Ⅵ- 128 ㈲岡邦建設 岡田　邦彦 南相馬市原町区上北高平字植松260-3
 Ⅵ- 129 (株）紺野工務所 紺野　正十 南相馬市原町区橋本町4-6-4
 Ⅵ- 130 ㈲佐藤建業 佐藤　義信 南相馬市原町区北新田字広田170
 Ⅵ- 131 小林建業 小林　文夫 南相馬市鹿島区岡和田字窪畑55
 Ⅵ- 132 木村建築 木村　善一 南相馬市原町区大甕字戸屋下65-1
 Ⅵ- 133 ㈲玉川工務店 玉川　光昭 南相馬市小高区上根沢字堀込51-1
 Ⅵ- 134 ㈲鈴木工建 鈴木　安泰 東白川郡棚倉町上台字行人塚51-3
 Ⅵ- 135 森山工務店 森山　公正 南相馬市鹿島区大内字長岡1
 Ⅵ- 136 弓田建築 弓田　義広 南相馬市原町区大木戸字松島329-21
 Ⅵ- 137 ㈲新妻工務店 新妻　一夫 南相馬市原町区東町3-99
 Ⅵ- 138 ㈲小谷津工務店 小谷津　和矢 南相馬市原町区中太田字天狗田9
 Ⅵ- 139 ㈲小林建業 小林　ちい子 相馬市大野台2-2-3 西工業団地 第７仮設住宅　14-6
 Ⅵ- 140 猪苅工務店 猪苅　律 南相馬市原町区国見町2-93
 Ⅵ- 141 ㈲東栄社 石井善一 郡山市富久山町福原字一斗蒔田30-8
 Ⅵ- 142 ㈲大栄建設工業 吉田光栄 二本松市市海道146-3
 Ⅵ- 143 渡辺工務店 渡辺栄作 大玉村玉井字西庵46-2
 Ⅵ- 144 武田工務店 武田宗秀 大玉村玉井字五ノ神17
 Ⅵ- 145 国建工業 遠藤治彦 本宮市本宮字近江内67-4
 Ⅵ- 146 遠藤工務店 遠藤　昇 大玉村玉井字細田23-1
 Ⅵ- 147 渡辺建築 渡辺義正 本宮市高木字長畑12-23
 Ⅵ- 148 渡辺建設 渡邊正勝 大玉村玉井字西庵209-8
 Ⅵ- 149 ㈲斎藤建築 齊藤善二郎 田村市船引町船引字北元町８番地
 Ⅵ- 150 石井工務店 石井貞雄 田村市船引町芦沢字水上１番地
 Ⅵ- 151 サクマ住研 佐久間正 田村郡三春町大字実沢字中森153-3
 Ⅵ- 152 村上工務店 村上武正 田村市都路町岩井沢字道ノ内34-10
 Ⅵ- 153 有限会社　山野辺工務店 山野辺耕一 田村市大越町上大越字元池287-16
 Ⅵ- 154 美建ホンナ 本名幸吉 会津若松市西年貢二丁目7-51
 Ⅵ- 155 ㈲樋浦建築 樋浦弘明 会津若松市大塚二丁目2-12
 Ⅵ- 156 小椋建築 小椋彰寿 喜多方市松山町村松上川原3544-3
 Ⅵ- 157 ヤマトホ－ム 佐藤俊弘 会津若松市本町6-48
 Ⅵ- 158 小野光匠 小野光雄 会津美里町字北浦甲27213コ－ポラスライト102
 Ⅵ- 159 鈴木住建 鈴木　敏民 矢祭町大字下石井字細内113
 Ⅵ- 160 鈴仁工務店 鈴木　　仁 塙町大字堀越字妻沢41
 Ⅵ- 161 藤田建築 藤田　壽憲 塙町大字堀越字亀ノ江1.
 Ⅵ- 162 佐藤工務店 佐藤　恒雄 棚倉町大字関口字愛宕平171
 Ⅵ- 163 金澤工務店 金澤　誠司 棚倉町大字棚倉字清戸作1-3
 Ⅵ- 164 上妻工務店 上妻　勝義 塙町大字常世北野字八幡100
 Ⅵ- 165 花工匠 芳賀　良雄 鮫川村大字渡瀬字江竜田50
 Ⅵ- 166 佐々木建築 佐々木　和男 塙町大字真名畑字南平36
 Ⅵ- 167 富岡建築工業 富岡　和美 棚倉町大字山際字仙石79
 Ⅵ- 168 佐藤建築 佐藤宏吉 二本松市箕輪三丁目34
 Ⅵ- 169 ㈲狩野工務店 狩野健 二本松市原セ諏訪260
 Ⅵ- 170 誠建築 野地誠 二本松市渋川字南板橋９
 Ⅵ- 171 ㈲大藤工務店 遠藤一郎 二本松市田沢字北向20
 Ⅵ- 172 服部建築 服部俊一 二本松市木幡字坂之下142
 Ⅵ- 173 菅野建築施工所 菅野光雄 二本松市木幡字問屋488-1
 Ⅵ- 174 長谷川工務店 長谷川美智雄 岩瀬郡天栄村大字大里字西畑117-1
 Ⅵ- 175 加藤建築 加藤裕和 伊達市箱崎字梁下三8-21
 Ⅵ- 176 黒田建築 黒田光一 双葉郡広野町大字折木字北沢20
 Ⅵ- 177 薄葉工務店 薄葉庄一 白河市旭町2-5-1
 Ⅵ- 178 渡辺建築工業 渡辺　幸二
 Ⅵ- 179 大河内建築 大河内　福次

 Ⅶ- 1 ㈲マルユー不動産 阿部　雄一
 Ⅶ- 2 ㈲ひばり住設 小元　英喜
 Ⅶ- 3 ㈲佐藤建業 佐藤　義信
 Ⅶ- 4 ㈲つむらや 円谷　都志

 Ⅷ- 1 佐々木廣充法律事務所 佐々木廣充
 Ⅷ- 2 鈴木税務会計事務所 鈴木　武雄
 Ⅷ- 3 東北労働金庫（県内各支店） 丹治　則雄
 Ⅷ- 4 全労済福島県本部（県内各支所） 栗城　喜和

 Ⅷ- 5 菅井登記測量事務所 菅井　隆邦

福島市荒町1-21　協働会館内

郡山市菜根３丁目２１－１０

福島市花園町1-30

南相馬市原町区北新田字広田１７０ 

田村郡三春町大字春沢字春沢1-48

宮城県仙台市青葉区北目町１−１５ 

南相馬市原町区大木戸字松島301番地の16

福島市八島町10-15

郡山市田村町栃山神字柳沢261

Ⅷ．金融・ファイナンシャル・その他

Ⅶ．宅建業
郡山市並木3-1-18 サトービル105号

いわき市植田町中央２丁目８－６ 
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