
ふくしま復興住宅「だん」推進グループ

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 磐城森林協同組合 平子 作麿 いわき市平字童子町3-1

 Ⅰ- 2 いわき市森林組合 根本 蔵 いわき市平字正内町107-3

Ⅱ．製材

 Ⅱ- 1 滝口木材株式会社 滝口 彰一郎 いわき市泉町滝尻字亀石町2-28

 Ⅱ- 2 有限会社新田製材所 新田 繁 会津若松市湊町赤井四ツ谷302

Ⅲ．建材流通

 Ⅲ- 1 株式会社平木材市場 齋藤 忠男 いわき市内郷綴町堀坂32

 Ⅲ- 2 株式会社いわき木材市場 井澤 哲男 いわき市泉町滝尻2-38

 Ⅲ- 3 田村建材株式会社 田村 哲朗 いわき市内郷綴町金谷1-7

 Ⅲ- 4 岡田電気産業株式会社 岡田 大輔 いわき市平谷川瀬字明治町27

 Ⅲ- 5 シオヤ産業株式会社 小野 行彦 いわき市小名浜字芳浜11-60

 Ⅲ- 6 ㈱アールプラスマテリアル 藤本 修 東京都港区白金台4-2-11

Ⅳ．プレカット

 Ⅳ- 1 江戸川木材工業㈱小名浜工場 市川英治 いわき市泉町下川字井戸内123

Ⅴ．設計

 Ⅴ- 1 株式会社邑建築事務所 陽田秀夫 いわき市好間町榊小屋字小畑133-3

 Ⅴ- 2 株式会社白井設計 白井武男 会津若松市インター西56-6

 Ⅴ- 3 株式会社渡辺組一級建築士事務所 渡辺　弘 いわき市常磐関船町上関83

 Ⅴ- 4 堀江工業株式会社一級建築士事務所 長谷川隆弘 いわき市平字尼子町60-1

 Ⅴ- 5 株式会社加地和組一級建築士事務所 川和玄央 いわき市平字小太郎町4-11

 Ⅴ- 6 会津土建株式会社一級建築士事務所 菅家洋一 会津若松市追手町5-36

Ⅵ．施工

 Ⅵ- 1 株式会社渡辺組 渡辺　弘 いわき市常磐関船町上関83

 Ⅵ- 2 堀江工業株式会社 長谷川隆弘 いわき市平字尼子町60-1

 Ⅵ- 3 株式会社加地和組 川和玄央 いわき市平字小太郎町4-11

 Ⅵ- 4 山木工業株式会社 志賀耕三郎 いわき市平字谷川瀬字双藤町13

 Ⅵ- 5 会津土建株式会社 菅家洋一 会津若松市追手町5-36

Ⅶ．宅建業者

 Ⅶ- 1 報徳土地株式会社 髙木 嗣郎 いわき市平字堂ノ前19

 Ⅶ- 2 進和興産株式会社 斉藤 健吉 いわき市小名浜住吉飯塚53

 Ⅶ- 3 アドレス株式会社 高尾 昇 いわき市平6丁目3-18

Ⅷ．県内建材メーカー

 Ⅷ- 1 アイカ工業㈱ 福島工場 小野 勇治 岩瀬郡鏡石町深内町46-26

 Ⅷ- 2 江戸川ウッドテック㈱ 市川 英治 いわき市泉町滝尻字亀石町2-12

 Ⅷ- 3 ㈱小名浜合板 大村 博 いわき市泉町下川字田宿1-1

 Ⅷ- 4 クリナップ㈱ 鹿島工場 井上 強一 いわき市常磐水野谷町錦沢73-3

 Ⅷ- 5 中越アドバンス㈱ 折内 平治 いわき市小名浜字八ツ替8-3

 Ⅷ- 6 東レＡＣＥ㈱　福島工場 新谷 弘之 田村郡小野町大字谷津作下中沢1-1

 Ⅷ- 7 ニチハ株式会社 いわき工場 井上 洋一郎 いわき市泉町下川字大剣399-8

 Ⅷ- 8 パラマウント硝子工業㈱ 畑中 昭雄 須賀川市木之崎大ヶ久保24-4

 Ⅷ- 9 ㈱福島シービー 長谷川 清一 郡山市三穂田町川田字西上ノ台23

 Ⅷ- 10 小名浜吉野石膏㈱ 山本 亨 いわき市常磐水野谷町亀の尾85-2



Ⅸ．専門工事業者

 Ⅸ- 1 大喜建築(有) 大楽 久男 いわき市内郷内町堤田５０−１

 Ⅸ- 2 (有)大和田工務店 大和田 昭 いわき市平泉崎字磐井作１１

 Ⅸ- 3 (有)坂喜建築 坂本 喜七 いわき市平上大越字八ツ手２２−４ 

 Ⅸ- 4 (合資)諸橋建設工業 諸橋 一通 いわき市平谷川瀬字中山町10-1 グランサトウ1F

 Ⅸ- 5 ㈱近藤板金工業所 近藤 嘉一 いわき市常磐関船町諏訪下３４－８

 Ⅸ- 6 三共設備㈱ 松原 兼一 いわき市常磐白鳥町壱丁田2 - 1

 Ⅸ- 7 北関東空調工業㈱ 有賀 行秀 いわき市平字柳町3番地

 Ⅸ- 8 大和電設工業㈱ 松崎 則行 いわき市平上荒川字桜町５５－１

 Ⅸ- 9 ㈱山野辺電機商会 山野辺 浩良 いわき市平北白土字笊田２１

 Ⅸ- 10 ㈱かしま電設 中村 純一 いわき市鹿島町船戸字林下13 - 1 

 Ⅸ- 11 常磐共同ガス㈱ 猪狩 謙二 いわき市常磐湯本町日渡74-7

Ⅹ．金融機関・その他

 Ⅹ- 1 ㈱東邦銀行 北村 清士 福島市大町3-25

 Ⅹ- 2 大東銀行 鈴木 孝雄 郡山市中町１９－１

 Ⅹ- 3 いわき信用組合 江尻 次郎 いわき市小名浜花畑町2-5

 Ⅹ- 4 いわき中部農業協同組合 佐藤 久男 いわき市小名浜字蛭川南77 

 Ⅹ- 5 佐藤誠司法書士事務所 佐藤 誠 いわき市内郷御厩町３丁目１１２ 

 Ⅹ- 6 志賀正弘土地家屋調査士事務所 志賀 正弘 いわき市小名浜住吉字飯塚43 - 18 - A - 103

 Ⅹ- 7 菅野弘三土地家屋調査士事務所 菅野 弘三 いわき市平下神谷字石淵1 - 21

 Ⅹ- 8 日新火災海上保険㈱ 宮島 洋 東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地

 Ⅹ- 9 ㈱さくらシニアサービス 渡辺 大輔 いわき市常磐関船町上関83番地

 Ⅹ- 10 セコム㈱ 前田 修司 東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号




