
新宮城の家づくり協会　構成員名簿

事業者名 代表者名

 Ⅰ- 1 ㈱北州 仙台店 大向　寿雄

 Ⅰ- 2 ㈱物林 梶井  直和

 Ⅱ- 1 ㈱北州 仙台店 大向　寿雄

 Ⅱ- 2 ㈱物林 梶井　直和

 Ⅲ- 1 ㈱北州 仙台店 大向　寿雄

 Ⅲ- 2 ㈱物林 梶井　直和

 Ⅲ- 3 ニチハ㈱ 谷村　正次

 Ⅲ- 4 パナソニックエコソリューションズ㈱ 上畑　利弘

 Ⅱ- 5 クリナップ㈱ 熊谷　達也 仙台市泉区泉中央1-19-5

 Ⅲ- 6 パラマウント硝子工業㈱ 吉田　良平

 Ⅲ- 7 ㈱ウッドワン 高澤　聡明

 Ⅲ- 8 フクビ化学工業㈱ 宮下　公男

 Ⅲ- 9 三協立山アルミ㈱ 谷地　秀樹

 Ⅲ- 10 住友林業クレスト㈱ 渡邊　和幸

 Ⅳ- 1 ㈱北州 仙台店 大向　寿雄

 Ⅳ- 2 ㈱物林 梶井　直和

 Ⅴ- 1 ㈱都市リサーチ設計 大竹  雅之

 Ⅴ- 2 ちろりん村 四釜  健治　

 Ⅴ- 3 （有）システムデザイン 仙台事務所 新堀　耕司

 Ⅵ- 1 ㈱センケンホーム 小野寺  毅

 Ⅵ- 2 ㈱佐善工務店 佐藤  善通

 Ⅵ- 3 浦山建設㈱ 浦山  孟吉 仙台市青葉区川平２－２８－３０

 Ⅵ- 4 ㈱高橋工務店 高橋  忠男

 Ⅵ- 5 ㈲聖建設 庄子  光好

 Ⅵ- 6 ㈱村上工務店 村上　廣志

 Ⅵ- 7 ちろりん村 四釜  健治

 Ⅵ- 8 ㈱気仙沼工務店 佐藤  良昭

 Ⅵ- 9 和建設㈱ 坂下  和正

 Ⅵ- 10 ㈱佐元工務店 佐藤　元一

 Ⅵ- 11 ㈲千葉工務店 千葉　康宏

 Ⅵ- 12 ㈲鈴木工務店 鈴木  正彦
 Ⅵ- 13 ㈲若宮建設 鈴木　雄二
 Ⅵ- 14 マルカ建設工業㈱ 佐藤  勝利
 Ⅵ- 15 ㈲庄司建設 庄司  芳郎
 Ⅵ- 16 ㈲サンアイホーム 石崎　利信
 Ⅵ- 17 ㈲檜野工務店 檜野　勇吉
 Ⅵ- 18 ㈲小畑工務店 小畑  恵一
 Ⅵ- 19 ㈱建築工房　零 小野  幸助
 Ⅵ- 20 ㈲針生工業 針生   　孝
 Ⅵ- 21 千葉建築 千葉　正幸
 Ⅵ- 22 ㈲高義工務店 高橋  照義
 Ⅵ- 23 ㈲最上製作所 最上　克弘
 Ⅵ- 24 ㈲黒田建設 黒田　昌弘
 Ⅵ- 25 ㈲今野建設 今野　幸治
 Ⅵ- 26 佐藤秀商事㈱ 佐藤  秀彦
 Ⅵ- 27 ㈲釼持ハウジング 釼持  庸一
Ⅵ-  28 アイリュウ住宅 佐藤　   隆 仙台市青葉区愛子中央３－２０－５
 Ⅵ- 29 サン工業㈱ 小野寺 昭文
 Ⅵ- 30 ㈱片倉工務店 片倉 美枝子
 Ⅵ- 31 ㈱髙工建設 高橋  武憲
 Ⅵ- 32 東北テクニカルワーク㈱ 高橋  利昭
 Ⅵ- 33 ㈱タカコウハウス 高橋  幸二
 Ⅵ- 34 ㈲山田建設 山田  久矢
 Ⅵ- 35 ㈱佐藤建設工業 佐藤　幸夫
 Ⅵ- 36 ㈲遠藤工務店 遠藤　正良
 Ⅵ- 37 ㈱鈴木工務店 鈴木　美範
 Ⅵ- 38 ㈱キュウエイコーポレーション 庄子　   久
 Ⅶ- 39 共栄ハウジング㈱ 宗方　正吉
 Ⅶ- 40 津田建設㈱ 津田　昭一
 Ⅶ- 4１ ㈱タカコウ・ハウス 高橋　晃男

 Ⅶ- 1 モットーキュー㈱ 毛利　   毅

石巻市伊原津１－４－３
石巻市須江字舘８１－４

Ⅶ．地質調査・地盤改良
仙台市宮城野区福室７－１－１７

石巻市鹿妻南三丁目１－３
多賀城市中央３－１９－６
仙台市青葉区双葉ヶ丘1-45-5
仙台市泉区東黒松２７－７

多賀城市八幡４－３－４０
仙台市泉区天神沢一丁目２－６
加美郡加美町字新川原１３０－２
石巻市駅前北通り一丁目７－２０

川崎町川内七曲山２０３－１

仙台市泉区上谷刈山添１－１
仙台市泉区将監１－１３－５
仙台市泉区山の寺１－４２－７

登米市米山町西野字千目町５７
石巻市蛇田字中埣５９
石巻市門脇字青葉東６０－２
仙台市青葉区錦町２－２－２

仙台市泉区南中山４－３－１６
仙台市泉区西田中字荻坂２－１
登米市米山町中津山字平潟２７０－２
石巻市中里７－２－８

多賀城市新田字初向８０－５
仙台市若林区一本杉町１７－３
大崎市古川栄町１９－３
名取市増田三丁目１０－５７

東松島市矢本字南浦１２－２

伊具郡丸森町字田町南７７－１
村田町大字沼辺字新若宮脇３２
仙台市宮城野区自由が丘２３－８

白石市福岡八宮字五反田7-9

仙台市泉区鶴が丘４－２－１５

仙台市若林区荒井字鱗谷地４０－１３

仙台市若林区遠見塚２－２７－９

亘理町逢隈十文字字牛頭２３１－２

石巻市蛇田南久林３７－３

仙台市青葉区落合５－１５－３８

東松島市赤井字星場２４５－３

白石市福岡八宮字五反田7-9

仙台市青葉区水の森１－２６－１１

Ⅵ．施工

仙台市太白区西中田３－６－１２

仙台市宮城野区扇町５－３－２０

現在、仙台市内に支店を設立準備中

Ⅴ．設計

仙台市青葉区錦町1-10-10-208

仙台市若林区六丁目字南97-3　e-環境仙台ビル３Ｆ

仙台市若林区卸町東1-7-26　１Ｆ・２Ｆ

仙台市青葉区花京院2-1-65　花京院プラザ３階

Ⅳ．プレカット

仙台市宮城野区榴ヶ岡4-6-1　東武仙台第一ビル

仙台市青葉区本町2-4-6　仙台本町三井ビルディング３Ｆ

仙台市青葉区本町2-1-8　第一広瀬ビル４階

仙台市宮城野区蒲生字須賀前103-5

仙台市青葉区花京院２－１－６１第５タカノボルビル５０１

Ⅲ．建材流通

仙台市宮城野区扇町５－３－２０

仙台市青葉区花京院２－１－６１第５タカノボルビル５０１

所在地

Ⅰ．原木供給

仙台市宮城野区扇町５－３－２０

仙台市青葉区花京院２－１－６１第５タカノボルビル５０１

Ⅱ．製材

仙台市宮城野区扇町５－３－２０



 Ⅷ- 1 モットーキュー㈱ 毛利　   毅
 Ⅷ- 2 ㈱北洲　仙台店 大向  寿雄

Ⅷ．太陽光発電
仙台市宮城野区福室７－１－１７
仙台市宮城野区扇町５－３－２０
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