
快適住宅研究会

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 協和木材株式会社 佐川　広興
 Ⅰ- 2 二宮木材株式会社 二ノ宮　泰爾
 Ⅰ- 3 田村森林組合 早川　英二
 Ⅰ- 4 株式会社ザイエンス 荒井　浩
 Ⅰ- 5 大田原市森林組合 須藤　義朗
 Ⅰ- 6 栃木県森林組合連合会 江連　比出市
 Ⅰ- 7 有限会社小椋製材所 小椋　恵一
 Ⅰ- 8 石巻地区森林組合 佐藤　健児
 Ⅰ- 9 ノースジャパン素材流通協同組合 下山　裕司
 Ⅰ- 10 株式会社平木材市場 斉藤　公男
 Ⅰ- 11 協同組合奥久慈木材流通センター 白石　禎彦

 Ⅱ- 1 中国木材 株式会社 堀川 保幸
 Ⅱ- 2 協和木材 株式会社 佐川 広興
 Ⅱ- 3 二宮木材 株式会社 二ノ宮 泰爾
 Ⅱ- 4 株式会社 櫻井 櫻井 信孝
 Ⅱ- 5 秋田プライウッド 株式会社 井上 篤博
 Ⅱ- 6 ホクヨープライウッド 株式会社 井上 篤博
 Ⅱ- 7 株式会社 荒川材木店 荒川 仁弥
 Ⅱ- 8 田村森林組合 早川 英二
 Ⅱ- 9 石巻合板工業 株式会社 野田 四郎
 Ⅱ- 10 株式会社 ザイエンス 荒井 浩
 Ⅱ- 11 有限会社小椋製材所 小椋 恵一
 Ⅱ- 12 有限会社 マルハチ 渡辺 久男
 Ⅱ- 13 株式会社 トーセン 東泉 清壽
 Ⅱ- 14 セイホク 株式会社 井上 篤博
 Ⅱ- 15 西北プライウッド 株式会社 井上 篤博
 Ⅱ- 16 株式会社 キクモク 菊地 守男
 Ⅱ- 17 株式会社 大栄木材 大瀧 良一

 Ⅲ- 1 有限会社 星安 星 安秋
 Ⅲ- 2 株式会社 マルサン 前田 英俊
 Ⅲ- 3 トーモク 株式会社 斎藤 敬
 Ⅲ- 4 有限会社小椋製材所 小椋 恵一
 Ⅲ- 5 ハイビック 株式会社 浅原 秀則
 Ⅲ- 6 株式会社 東新林業 羽鳥 芳明
 Ⅲ- 7 和以美 株式会社 田中 幸治
 Ⅲ- 8 中井住宅木販 株式会社 中井 政助
 Ⅲ- 9 エムズ・キャピタル株式会社 新田　弘文

 Ⅳ- 1 株式会社 ツボイ 坪井 道子
 Ⅳ- 2 テクノウッドワークス 株式会社 早川 孝男
 Ⅳ- 3 株式会社 マルサン 前田 英俊
 Ⅳ- 4 ハイビック 株式会社 那須工場 浅原 秀則
 Ⅳ- 5 有限会社小椋製材所 小椋 恵一
 Ⅳ- 6 株式会社 東新林業 羽鳥 芳明
 Ⅳ- 7 中井住宅木販 株式会社 中井 政助
 Ⅳ- 8 エムズ・キャピタル株式会社 新田　弘文

 Ⅴ- 1 フジタ設計室 藤田 光孝
 Ⅴ- 2 創スペース 株式会社 江田 康
 Ⅴ- 3 結建築研究室 佐久間 保一
 Ⅴ- 4 合同会社 アイビスホーム企画 菅野 英夫
 Ⅴ- 5 原田設計 原田 知二
 Ⅴ- 6 ハイビック 株式会社 浅原 秀則
 Ⅴ- 7 株式会社 渡伝組三和建築設計事務所 影山 吉則
 Ⅴ- 8 中村二級建築士事務所 中村　重夫

 Ⅵ- 1 株式会社 渡伝組 影山 吉則
 Ⅵ- 2 有限会社 折笠建設 折笠 宏一
 Ⅵ- 3 有限会社 國井工務店 國井 豊寿
 Ⅵ- 4 株式会社 創作家 小賀坂 久志
 Ⅵ- 5 有限会社 ワタショウ 渡邉 正二
 Ⅵ- 6 有限会社 エンドウ住建工業 遠藤 丈人
 Ⅵ- 7 佐藤建築 佐藤 宏吉
 Ⅵ- 8 生天目建築 生天目 正人
 Ⅵ- 9 有限会社 まるき工務店 菅野 一晃
 Ⅵ- 10 タツタ建設 株式会社 立田 尚幸
 Ⅵ- 11 株式会社新産 二瓶　剛一
 Ⅵ- 12 株式会社建築なか村 中村　重夫

 Ⅶ- 1 清野トーヨー住器株式会社 清野　清彦

 Ⅷ- 1 清野トーヨー住器株式会社 清野 清彦
 Ⅷ- 2 株式会社山建資材トーヨー住器 山口 裕子
 Ⅷ- 3 株式会社 マルサン 前田 英俊
 Ⅷ- 4 カネイシトーヨー住器 株式会社 猪狩 暁
 Ⅷ- 5 和以美 株式会社 田中 幸治
 Ⅷ- 6 有限会社共栄 渡邉 栄次

 Ⅷ- 7 有限会社メディアサポート 阿久津　則行

福島県二本松市小浜字鳥居町27-3
福島県いわき市小島町三丁目12-6
東京都荒川区西日暮里5-14-3
福島県二本松市永田一丁目233-3

福島県郡山市台新1-32-2ﾛｲﾔﾙ台新110

福島県田村郡小野町大字飯豊字行定向100-3
Ⅶ．省ｴﾈﾙｷﾞ-設備等の流通

福島県郡山市富久山町久保田字深田10-1
Ⅷ．木材を扱わない流通

福島県郡山市富久山町久保田字深田10-1
福島県西白河郡西郷村石塚北4

福島県いわき市勿来町大高館ノ内45番地
福島県二本松市箕輪三丁目34番地
福島県田村郡小野町浮金字日影98番地
福島県二本松市伊佐沼町一丁目663
福島県郡山市富田町字向舘83
福島県郡山市富久山町久保田字石堂4

Ⅵ．施工
福島県田村郡三春町桜ケ丘三丁目1番地の3
福島県郡山市田村町金屋字冬室107番地の2
福島県白河市大信増見字天狗塚53
福島県伊達市保原町上保原字上ノ原48-5
福島県田村郡三春町大字下舞木字一本木144

福島県田村郡三春町八島台七丁目5-3
福島県本宮市高木字辻向1番地2
福島県二本松市沖三丁目10-1
栃木県小山市飯塚1728
福島県田村郡三春町桜ケ丘３丁目1番地の3
福島県田村郡小野町大字飯豊字行定向100-3

新潟県北蒲原郡聖籠町三賀288
福島県東白川郡鮫川村赤坂西野字寅卯平32-1
福島県郡山市富田町字五斗蒔田3-2

Ⅴ．設計
福島県白河市泉田字池ノ上92
福島県郡山市富田町字愛宕前77-7ヨコヤマビル101号

Ⅳ．プレカット
福島県郡山市富田町字諏訪西50番地
栃木県鹿沼市さつき町16-1
福島県二本松市小浜字鳥居町27-3
栃木県大田原市上石上字東山1843-1
福島県安達郡大玉村大山字大橋平153-2

福島県安達郡大玉村大山字大橋平153-2
栃木県小山市飯塚1728
新潟県北蒲原郡聖籠町三賀288
東京都荒川区西日暮里5-14-3
福島県東白川郡鮫川村赤坂西野字寅卯平32-1
福島県郡山市富田町字五斗蒔田3-2

福島県いわき市常磐下船尾町杭出作170番地
福島県東白川郡塙町塙字大町3-16

Ⅲ．建材流通
福島県白河市大坂山47-8
福島県二本松市小浜字鳥居町27-3
福島県白河市池下向山1-3

東京都千代田区丸の内二丁目3番地5号
福島県安達郡大玉村大山字大橋平153-2
栃木県矢板市沢22
栃木県矢板市山田67
東京都文京区本郷一丁目25番地5号
東京都文京区本郷一丁目25番地5号

奈良県吉野郡吉野町丹治15-1
秋田県秋田市川尻町字大川反232
東京都文京区本郷一丁目25番地5号
福島県いわき市勿来町酒井北境1
福島県田村市常葉町西向字堂ヶ入62番地7
宮城県石巻市潮見町4番地3

福島県いわき市内郷綴町堀坂32
福島県東白川郡塙町上渋井字年久170

Ⅱ．製材
広島県呉市広多賀谷三丁目1-1
東京都江東区東陽五丁目30番地13号
栃木県那須塩原市四区町741-5

東京都千代田区丸の内二丁目3-5
栃木県大田原市黒羽田町222
栃木県宇都宮市西一の沢町8-22
福島県安達郡大玉村大山字大橋平153-2
宮城県石巻市大瓜字棚橋下待井65-1
岩手県盛岡市菜園一丁目3-6（農林会館内）

１２．グループ構成員

所在地
Ⅰ．原木供給

東京都江東区東陽5丁目30-13
栃木県那須塩原市四区町741-5
福島県田村市常葉町西向字堂ヶ入62-7


