
事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 協和木材株式会社 佐川　広興

 Ⅰ- 2 宮城十条林業株式会社 亀山　征弘

 Ⅰ- 3 福島県森林組合連合会 國井　常夫

 Ⅰ- 4 株式会社平木材市場 齋藤　公男

 Ⅰ- 5 いわき市森林組合 田子　英司

 Ⅰ- 6 岸本木材株式会社 岸本恵一

 Ⅰ- 7 株式会社　渋谷木材店 渋谷　隆

 Ⅰ- 8 湯野木材工業合資会社 斎藤　利吉

Ⅱ- 1 福島県ブランド材生産協同組合 佐川　広興

Ⅱ- 2 協和木材株式会社 佐川　広興

Ⅱ- 3 共力株式会社 飯部　慎一

Ⅱ-4 株式会社荒川材木店 荒川　仁弥

Ⅱ-5 清野木材株式会社 清野進

Ⅱ-6 株式会社山大 高橋貞夫

Ⅱ-7 協同組合いわき材加工センター 鈴木　裕一

Ⅱ-8 和田木材有限会社 和田　俊則

Ⅱ-9 磐城共栄木材合資会社 和田　義夫

Ⅱ-10 株式会社　渋谷木材店 渋谷　隆

Ⅱ-11 ㈲松田林業 松田盛夫

Ⅱ-12 株式会社　ツネマツ 常松　久義

Ⅱ-13 吉田製材所 吉田　　一

Ⅱ-14 株式会社オノツカ 小野塚昇一

Ⅱ-15 有限会社　小椋製材所 小椋　恵一

Ⅱ-16 株式会社大桃建設工業 大桃一浩

Ⅱ-17 会津建設株式会社 芳賀　一夫

Ⅱ-18 有限会社　桑名木材 桑名　勝也

Ⅱ-19 渡辺材木店 渡辺　要太朗

 Ⅲ- 1 大商市売有限会社 伊藤 昇

 Ⅲ- 2 共力株式会社 飯部　慎一

 Ⅲ- 3 株式会社　マルサン 前田　英俊

 Ⅲ- 4 株式会社荒川材木店 荒川　仁弥

 Ⅲ- 5 協同組合いわき材加工センター 鈴木　裕一 福島県いわき市勿来町窪田道作33

 Ⅲ- 6 和田木材有限会社 和田　俊則

 Ⅲ- 7 磐城共栄木材合資会社 和田　義夫

 Ⅲ- 8 いわきプレカット協同組合 和田　正光

 Ⅲ- 9 株式会社　渋谷木材店 渋谷　隆

 Ⅲ- 10 有限会社　星安 星　　安秋

 Ⅲ- 11 トーモク株式会社 斎藤　敬

 Ⅲ- 12 有限会社　小森木材 小森　六郎

 Ⅲ- 13 有限会社　斎藤住宅建材 斎藤　隆夫

 Ⅲ- 14 会津建設株式会社 芳賀　一夫

 Ⅲ- 15 株式会社オノツカ 小野塚 昇一

 Ⅲ- 16 株式会社　古川材木店 古川　信二

 Ⅲ- 17 株式会社田浦 田浦英典

 Ⅲ- 18 パナソニックリビング北海道・東北株式会社 福田 章

 Ⅲ- 19 松本建材 松本　　貢

 Ⅲ- 20 光和建材　株式会社 笠原　昇

 Ⅳ- 1 中井住宅木販株式会社 中井　政助

 Ⅳ- 2 株式会社　マルサン 前田　英俊

 Ⅳ- 3 株式会社　山大 高橋貞夫

 Ⅳ- 4 株式会社　渋谷木材店 渋谷　隆

 Ⅳ- 5 協同組合いわき材加工センター 鈴木　裕一

 Ⅳ- 6 株式会社　赤井製材所 鈴木　裕一

 Ⅳ- 7 いわきプレカット協同組合 和田　正光

 Ⅳ- 8 山登マテリオ株式会社 山野辺陽介

福島県田村市船引町北鹿又字堂地前60

福島県郡山市日和田町字原12-1

二本松市小浜字鳥居町27-3

Ⅳ．プレカット

福島県郡山市大槻町字三ツ坦8-35

福島県南会津郡南会津町田島字八幡甲315番地

宮城県仙台市若林区卸町三丁目6-3

福島県郡山市大槻町字山下前68

福島県福島市南中央三丁目２番地

福島県郡山市安積三丁目200番地

福島県白河市白坂勝多石10-18

福島県白河市池下向山1-3

福島県須賀川市岩渕字笊池84-1

福島県いわき市渡辺町泉田字長者平39-2

福島県いわき市常磐藤原町斑堂126-31

宮城県名取市愛島笠島字桜町22

二本松市小浜字鳥居町27-3

福島県いわき市勿来町酒井北境1

福島県いわき市小名浜大原字丁新地30

福島県須賀川市栄町114

福島県二本松市針道堤埼20-2

福島県いわき市小名浜字芳浜11-68

栃木県宇都宮市宮の内2-814

Ⅲ．建材流通

福島県安達郡大玉村大山字大橋平153-2

福島県南会津郡南会津町田島字赤蟻甲307-1

福島県福島市南中央三丁目２番地

福島県岩瀬郡天栄村大字白子字家内神26

福島県いわき市遠野町根岸白幡31-3

福島県郡山市安積三丁目200番地

福島県いわき市渡辺町泉田字長者平39-2

宮城県名取市愛島笠島字桜町22

北海道上磯郡知内町字中の川54

宮城県石巻市潮見町2-3

福島県いわき市勿来町窪田道作33

福島県いわき市小名浜大原字丁新地30

福島県いわき市小名浜字芳浜11-68

福島県いわき市勿来町酒井北境1

福島県いわき市勿来町窪田道作22

福島県福島市飯坂町湯野字鼻毛7

東京都江東区東陽五丁目30番13号東京原木会館

Ⅱ．製材
福島県福島市中町5-18

福島県福島市中町5-18

東京都江東区東陽五丁目30番13号東京原木会館

宮城県仙台市青葉区八幡三丁目2番7号

所在地

Ⅰ．原木供給

全木協福島県協会

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野字寅卯平32-1

宮城県名取市愛島笠島字桜町22

福島県いわき市勿来町窪田道作33

宮城県石巻市潮見町2-3

福島県いわき市小川町下広畑167

福島県いわき市常磐藤原町斑堂126-31

福島県岩瀬郡鏡石町178

福島県いわき市内郷綴町堀坂32

　グループ構成員

福島県いわき市平字正内町107-3

北海道上磯郡知内町字元町304-2

宮城県名取市愛島笠島字桜町22



事業者名 代表者名 所在地

 Ⅳ- 9 テクノウッドワークス東日本　株式会社 新田弘文

 Ⅳ- 10 福島県郡山地区木材木工工業団地協同組合 小松　昭人

 Ⅳ- 11 有限会社　星安 星　安秋

 Ⅳ- 12 会津建設株式会社 芳賀　一夫

 Ⅳ- 13 株式会社オノツカ 小野塚昇一

Ⅴ- 1 株式会社　タス・デザイン 田野邉　圭吾

Ⅴ- 2 株式会社エコ・ビレッジ設計事務所 和田　桃介

Ⅴ- 3 開坂建築事務所 開坂　明

Ⅴ-４ 会津建設株式会社 芳賀一夫

Ⅴ-５ 共力株式会社 飯部　慎一

Ⅴ-６ 芳賀建築設計事務所 芳賀　修一

Ⅴ-７ 環境設計 松谷　優

Ⅴ-８ 真建築事務所 小林 直昌

Ⅴ-９ 松石建築設計事務所 松石　晃喜

Ⅴ-１０ 白岩建築設計室 白岩信行

Ⅴ-１１ 国分建築設計事務所 国分　敏行

Ⅴ-１２ 株式会社共立建築設計事務所 幕田　勇

Ⅴ-１３ 信建築事務所 井上　信一

Ⅴ-１４ ツルカメ建設　株式会社 野邉　千尋

Ⅴ-１５ 池下建築設計事務所 池下　一男

Ⅴ-１６ 合資会社　アイビスホーム企画 菅野　秀夫

Ⅴ-１７ 有限会社　佐藤建業 佐藤　哲信

Ⅴ-１８ 佐藤建築研究室 佐藤 靖

Ⅴ-１９ 有限会社　シー・エム設計企画 渡邊　誠

Ⅴ-２０ 株式会社大桃建設工業設計部 大桃　一浩

Ⅴ-２１ 株式会社東北サンコー 三瓶　祐一

Ⅴ-２２ まちづくり工房　株式会社 檜山　延雄

 Ⅵ- 1 株式会社エコ・ビレッジ 和田　桃介

Ⅵ-2 会津建設株式会社 芳賀　一夫

Ⅵ－3 共力株式会社 飯部　慎一

Ⅵ－4 環境建設株式会社 松谷　優

Ⅵ-５ 株式会社すまいまもり 尾形　憲一

Ⅵ-６ 株式会社　中村工務所 中村　恒夫

Ⅵ-７ ツルカメ建設　株式会社 野邉　千尋

Ⅵ-８ 有限会社　丸金工務店 宗像  金一郎

Ⅵ-９ ヨシダ住建 吉田 満

Ⅵ-１０ 有限会社　樋浦建築 樋浦　弘明

Ⅵ-１１ 有限会社　近内工務店 髙橋　正男

Ⅵ-１２ 有限会社　ハウジング芳賀 芳賀　祐三

Ⅵ-１３ 有限会社　佐藤工務所 佐藤　新多郎

Ⅵ-１４ 生天目建築 生天目正人

Ⅵ-１５ 有限会社　髙崎工務店 髙崎 眞一

Ⅵ-１６ 有限会社　佐藤建業 佐藤　哲信

Ⅵ-１７ 株式会社大桃建設工業 大桃一浩

Ⅵ-１８ モニワハウスドクタ－ 佐藤定芳

Ⅵ-１９ 鈴藏工務店 鈴木 圭藏

Ⅵ-２０ 株式会社　建築鈴木 鈴木　政夫

Ⅵ-２１ 有限会社　荒川工建 荒川　英義

Ⅵ-２２ 佐藤建築 佐藤　宏吉

Ⅵ-２３ 有限会社　加藤工務店 加藤　一

Ⅵ-２４ ウッドワーク 田中　満

Ⅵ-２５ 有限会社　芳建 高橋　芳雄

Ⅵ-２６ 有限会社　千葉末建設 千葉  辰夫

Ⅵ-２７ 有限会社　青木栄一建築 青木　栄一

Ⅵ-２８ 株式会社東北サンコー 三瓶　祐一

Ⅵ-２９ 有限会社　小原材木店 小原　孝嗣

Ⅵ-３０ 大和田建築 大和田　正家

Ⅵ-３１ 美建ホンナ 本名　幸吉

Ⅵ-３２ 有限会社　玉川建築工業所 玉川　敬

Ⅵ-３３ 有限会社　遠藤工務店 遠藤　真敏

福島県南相馬市原町区大木戸字金場16-1

福島県南相馬市原町区西町三丁目104番地

福島県福島市瀬上町字東町一丁目7番地の1

福島県福島市永井川字沢田43-1

福島県会津若松市西年貢二丁目7-51

福島県郡山市咲田一丁目15-12

福島県郡山市熱海町安子島字高森1-197

福島県郡山市安積４丁目295番地

福島県福島市荒井字若狭内8

福島県伊達郡桑折町大字谷地字添9-5

福島県福島市飯野町字犬子ヶ原20-1

福島県東白川郡塙町大字上石井字薬師堂27-1

福島県石川郡平田村大字上蓬田字通木目113-1

福島県二本松市箕輪三丁目34

福島県南会津郡南会津町田島字本町甲3886番地

福島県福島市荒井字吹二内前2-6

福島県いわき市平赤井字中道89‐8

福島県田村郡小野町大字浮金字日影98

福島県いわき市後田町源道平60番3

福島県南相馬市原町区北新田字広田170番地

福島県須賀川市横田字北之後149

福島県須賀川市並木町53

福島県須賀川市泉田字寺久保57-1

福島県田村郡三春町大字下舞木字蛇田61-61

福島県いわき市四倉町字東3-31-4

福島県会津若松市大塚二丁目2-12

福島県いわき市鹿島町久保字反町20-2

福島県白河市寺小路61-2

福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合129番地3

福島県福島市南中央三丁目２番地

福島県いわき市小名浜字芳浜11-68

福島県須賀川市中宿442

福島県南会津郡南会津町田島字本町甲3886番地

福島県郡山市安積４丁目295番地

福島県いわき市鹿島町下矢田字榎木内5-1

福島県いわき市常磐関船町矢津29-35

福島県南相馬市原町区北新田字広田170番地

福島県いわき市小名浜住吉字搦町1

福島県南相馬市原町区牛来字東谷地191番地9

福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合129番地3

福島県本宮市本宮字一ツ屋43-1

福島県本宮市高木字辻向1-2

福島県田村市船引町堀越字宇頭3

福島県郡山市芳賀2丁目19番14号

福島県福島市南矢野目字鵯目51-9

福島県いわき市平字愛谷町3-6-5

福島県南相馬市原町区南町1-31-16

福島県いわき市勿来町白米酒井原40-8

福島県いわき市小名浜字芳浜11-68

福島県白河市北真舟127-10

福島県須賀川市中宿442

福島県いわき市桜ケ丘2-65-1

福島県いわき市鹿島町下矢田字榎木内5-1

東京都新宿区新宿2-6-3　藤和新宿ｺｰﾌﾟ601号

福島県福島市南中央三丁目2番地

福島県白河市白坂勝多石10-18

福島県福島市南中央三丁目２番地

郡山市安積三丁目200番地

Ⅵ．施工

Ⅴ．設計

福島県郡山市富田町字五斗蒔田3-2

福島県郡山市安積町成田字三渡24



事業者名 代表者名 所在地

Ⅵ-３４ 小林建築工房 小林 仁

Ⅵ-３５ 株式会社佐藤建築研究室 佐藤 靖

Ⅵ-３６ 有限会社　川崎工務店 川崎　博祐

Ⅵ-３７ 齋藤建築 齋藤　弘昭

Ⅵ-３８ 大橋工務店 大橋　惠吉

Ⅵ-３９ 菅野建設設計事務所 菅野　悦司

Ⅵ-４０ 有限会社　佐藤守工務店 佐藤　守

Ⅵ-４１ 猪苅工務店 猪苅　律

Ⅵ-４２ かとう美建 加藤　次男

Ⅵ-４３ 有限会社　狩野工務店 狩野　健

Ⅵ-４４ かんの建築 菅野　四男

Ⅵ-４５ 阿部建築 阿部　周五

Ⅵ-４６ 有限会社　鈴力工務店 鈴木　力

Ⅵ-４７ 木村工務店 木村　明雄

Ⅵ-４８ 大工のさとう 佐藤　瞬

Ⅵ-４９ 国建工業 遠藤　治彦

Ⅵ-５０ 武田工務店 武田　宗秀

Ⅵ-５１ 有限会社　大栄建設工業 吉田　光栄

Ⅵ-５２ 清水建工 清水恵蔵

Ⅵ-５３ 三浦工務店 三浦　司

Ⅵ-５４ スペース工房ＡＫ 鈴木　章一

Ⅵ-５５ 株式会社ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ･ﾌﾟﾗｽ 和田　正光

Ⅵ-５６ 鈴木工務店 鈴木　八洲男

Ⅵ-５７ 有限会社　初瀬製材所 初瀬　広

Ⅵ-５８ 有限会社　フジシン 佐藤　伸利

Ⅵ-５９ 吉田建築 吉田　勝幸

Ⅵ-６０ 株式会社　小森工務店 小森　良一

Ⅵ-６１ 有限会社　松下工務店 松下　幸男

Ⅵ-62 有限会社　　木家組工房 寺島　信浩

Ⅵ-63 建築工房木楽 駒田　喜明

Ⅵ-64 株式会社　ヒロ･工房 中村　浩之

Ⅵ-65 齋藤工務店 齋藤　幸男

Ⅵ-66 有限会社　芳賀住宅工業 芳賀　司郎

Ⅵ-67 ネモト興業株式会社 根本　恵子

Ⅵ-68 熊野建築 熊野　義輝

Ⅶ-１ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ北海道・東北株式会社 福田　章

Ⅶ-２ 和以美　株式会社 田中幸治

Ⅶ-３ YKKAP株式会社 堀　秀充

Ⅶ-４ 株式会社LIXILトータル販売 平野　力

Ⅶ-５ 松本物産株式会社 松本　宏行

Ⅶ-６ 共力株式会社 飯部　慎一

Ⅶ-７ 株式会社　倉島商店 倉島　太郎

Ⅶ-８ 岡田電気産業株式会社 岡田　大輔

Ⅶ-９ 株式会社　渡清 佐藤 善彦

Ⅶ-１０ 株式会社　福島ビルテック 山内　金夫

Ⅶ-１１ 株式会社吉田産業 吉田　誠夫

Ⅶ-１２ 田村建材株式会社 渡邉　健司

Ⅶ-１３ 東開クレテック株式会社 三浦　康伸

Ⅶ-１４ カメイ株式会社 亀井　文行

Ⅶ-１５ 株式会社タカムラ 多勢　弘之

Ⅶ-１６ 福島ネオ工業株式会社 吉川　昭

Ⅶ-１７ 光和建材　株式会社 笠原　昇

 Ⅷ- 1 一般社団法人ＪＢＮ 大野　年司

Ⅷ-２ 一般社団法人全国木造建設業協会 大野　年司

Ⅷ-３ 株式会社住宅性能評価センター 庄子　猛宏

Ⅷ-４ 全国建設労働組合連合 吉田　三男

Ⅷ-５ 福島県建設労働組合連合会 鈴木　章一

Ⅷ-６ 福島県木材協同組合連合会 朝田　宗弘

Ⅷ-７ ジャパンホームシールド株式会社 斉藤　武司

Ⅷ-８ 松本物産株式会社 松本　宏行 福島県二本松市本町２丁目８０番地

福島県安達郡大玉村玉井北ノ内65-1

福島県福島市中町5-18

東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア

東京都中央区八丁堀3-4-10　京橋北見ビル東館6階

東京都新宿区新宿1-7-1新宿171ビル3階

東京都新宿区高田馬場2-7-15

福島県福島市鎌田字卸町13番地の3

福島県郡山市日和田町字原12-1

東京都中央区八丁堀3-4-10　京橋北見ビル東館6階

Ⅷ．ⅠからⅦ以外の業種

福島県福島市北矢野目字成田小屋12番地

宮城県仙台市青葉区国分町三丁目1-18

福島県福島市鎌田字卸町13-5

福島県郡山市喜久田町卸一丁目20番地の１

青森県八戸市大字羹廿三日町2

福島県いわき市内郷綴町金谷1番地の7

福島市北矢野目字原田67-20

福島県いわき市平谷川瀬字明治町27

福島県郡山市卸一丁目61の1

福島県いわき市小名浜字芳浜11-68

福島県二本松市本町２丁目８０番地

いわき市小川町上平字六反田15-3

いわき市平下平窪字諸荷前25-3

いわき市平下高久字川和久125-2

いわき市常磐白鳥町壱丁田10-12

いわき市勿来町窪田小島1-6

いわき市常磐馬玉町数馬23

いわき市山田町道端45

いわき市勿来町白米酒井原38-15

いわき市錦町江栗二丁目97

福島県いわき市常磐長孫町星谷19

宮城県名取市手倉田字諏訪532-1

双葉郡大熊町大字小入野字西大和久55

いわき市小名浜南君ヶ塚5-4

双葉郡楢葉町大字下小塙字久保田68-4

福島県二本松市市海道146-3

福島県郡山市大槻字下町7

福島県二本松市戸沢字松ヶ作34-2

福島県伊達市荒町51-3

福島県福島市飯坂町茂庭字北ノ原82

福島県本宮市本宮字近江内67-4

福島県大玉村玉井字五ノ神17

福島県福島市大笹生字備中5-3

福島県福島市大笹生字久地木4-1

福島県福島市飯坂町中野字栃窪36-22

福島県南相馬市原町区国見町2-93

福島県福島市岡部字大下5-2-101

福島県二本松市原セ諏訪260

福島県伊達市霊山町掛田字日向前130-1

福島県福島市松川町沼袋字戸ノ内130

福島県福島市飯坂町平野字屋敷前12

いわき市永崎字館73-10

福島県南相馬市原町区上渋佐字原田66-5

福島県福島市松川町字仲ノ内45

福島県いわき市小名浜野田字田中140-1

Ⅶ．木材を扱わない流通

東京都江東区大島2丁目1番1号

東京都荒川区西日暮里5-4-3サンキエームビル6階

東京都千代田区神田和泉町1番地

宮城県仙台市若林区卸町3-6-3

いわき市内郷内町桜本135-13



事業者名 代表者名 所在地

Ⅷ-９ 株式会社原商店 橋本民蔵

Ⅷ-１０ 全木協福島県協会 和田　正光

Ⅷ-１１ 草野畳店 草野　浩一

Ⅷ-１２ 株式会社　マルエイ 根本　裕二

Ⅷ-１３ 武藤建具店 武藤忠廣

Ⅷ-１４ 有限会社　共栄 渡辺　栄次

Ⅷ-１５ 株式会社　深作瓦工場 深作　貞夫

Ⅷ-１６ 小林畳店 小林　八四郎

Ⅷ-１７ 樋口瓦工舎 樋口　哲也

Ⅷ-１８ 有限会社小川組 小川　春男

Ⅷ-１９ 渡辺土建 渡辺　春二

Ⅷ-２０ 折笠ブロック工業 折笠　久夫

Ⅷ-２１ 株式会社第一建材 斉藤　淳

Ⅷ-２２ 有限会社深沢木工所 深沢　隆利

Ⅷ-２３ 有限会社光野板金工業所 光野　和弘

Ⅷ-２４ 左官業　武藤和哉 武藤　和哉

Ⅷ-２５ 有限会社村上板金工業 村上　典明

福島県福島市小倉寺字久保下1番地の1

福島県伊達郡桑折町大字成田字元宿14番地の1

福島県郡山市喜久田町字松ヶ作13

福島県福島市方木田字水戸内8-5

福島県福島市松木町3番20号

福島県福島市飯坂町湯野字太子前7-9

福島県福島市西中央3丁目48ﾘﾊﾞﾃｨｰﾍﾞﾙ201号室

福島県福島市丸子字中川原22番地7

福島県福島市飯坂町平野字小三郎内40

福島県二本松市永田1-233-3

福島県二本松市上竹一丁目233

福島県二本松市杉田町一丁目50

福島県いわき市自由ケ丘16-9

福島県いわき市泉町本谷字作35

福島県いわき市常磐西郷町大仁田243

福島県本町２丁目2番５号

福島県いわき市鹿島町下矢田字榎木内5-1


