北国のいい暮らしを創る会 構成員名簿
事業者名
Ⅰ．原木供給
Ⅰ- 1
宮城県森林組合連合会
宮城県内陸製材協同組合
Ⅰ- 2
Ⅰ- 3
宮城十條林産
Ⅱ．製材
Ⅱ- 1
協和木材㈱
Ⅱ- 2
㈱ｻﾞｲｴﾝｽ
Ⅱ- 3
㈱宮盛
ハイテクウッド販売東北㈱
Ⅱ- 4
Ⅱ- 5
森材木店
Ⅱ- 6
㈱ｳｯﾃｨかわい
Ⅲ．建材流通
Ⅲ- 1
㈱タカカツ 建材事業部
Ⅲ- 2
㈱三浦材木店
Ⅳ．プレカット
㈱タカカツ プレカット工場
Ⅳ- 1
Ⅳ- 2
㈱スペースパーツ山形
Ⅴ．設計
㈱ハウズサポート宮城（かみ一級建築士事務所）
Ⅴ- 1
Ⅴ- 2
㈲木村建築設計事務所
Ⅴ- 3
永倉建築設計事務所
Ⅵ．施工
Ⅵ- 1
㈲伊藤ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
Ⅵ- 2
㈲星不動産
Ⅵ- 3
伊藤建設㈱
Ⅵ- 4
㈱鈴久建設
Ⅵ- 5
㈱武藤工務店
Ⅵ- 6
㈱遊佐建築
Ⅵ- 7
㈲村正建設
Ⅵ- 8
若生工務店
Ⅵ- 9
菅原建築工業
Ⅵ- 10 ㈲浅野工務店
Ⅵ- 11 ㈲共栄システムズ
Ⅵ- 12 ㈱後藤建業
Ⅵ- 13 共栄ハウジング㈱
Ⅵ- 14 鶴秀工務店㈱
Ⅵ- 15 ㈱興建ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
Ⅵ- 16 ㈲吉澤店
Ⅵ- 17 ㈲菊地建設
Ⅵ- 18 ㈱ﾗｲﾌﾘﾌｫｰﾑ仙台
Ⅵ- 19 ㈲クマガイ建工
Ⅵ- 20 錦プランニング
Ⅵ- 21 我妻建設㈱
Ⅵ- 22 ㈲千葉工務店
Ⅵ- 23 ㈱佐善工務店
Ⅵ- 24 ㈱佐久間工務店
Ⅵ- 25 ㈱花坂ハウス工業
Ⅵ- 26 大森建業㈱
Ⅵ- 27 ㈲平山建設
Ⅵ- 28 新栄工務店
Ⅵ- 29 ㈱沼澤工務店
Ⅵ- 30 ㈱すがとし建設
Ⅵ- 31 長江建設㈲
Ⅵ- 32 ㈲佐々木建設
Ⅵ- 33 戸羽建設
Ⅵ- 34 ㈱伊藤和工務店
Ⅵ- 35 今野工務店
Ⅵ- 36 ㈲ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ庄司

代表者名

所在地

鈴木 健一
高橋 誠一郎
亀山 征弘

青葉区上杉２丁目4-46
黒川郡大衡村大衡字萱場184-7
仙台市青葉区八幡３丁目2-7

佐川 広興
田中 隆行
宮田 正
平川 幸孝
森 正彦
澤田 令

福島県東白河郡塙町大字西河内字鶴巻田10番地
塩竃市中の島4-13
秋田県南秋田郡五城目町大川字沖通195
秋田県山本郡三種町鵜川八幡台126番地
遠田郡涌谷町字表桜町7
岩手県宮古市川井6-35

髙橋 勝行
三浦 章吾

大崎市古川休塚新西田38-1
加美郡加美町羽場字山鳥273

髙橋 勝行
松田 賢

加美郡加美町字押登目29-7
山形県寒河江市中央工業団地155-6

髙橋 勝行
木村 哲夫
永倉 健

加美郡加美町字押登目29-7
加美郡加美町字上川原一番17-2
大崎市古川福浦一丁目14-14

伊藤 正男
星 良和
伊藤 政一
鈴木 隆
武藤 茂
遊佐 茂樹
村田 正司
若生 豊
菅原 正昭
浅野 英浩
佐々木 正
後藤 義男
宗方 正吉
鶴谷 勉
佐藤 洋二
吉澤 章夫
菊地 精一
小野 孝雄
熊谷 一郎
武藤 秀樹
我妻 孝
千葉 豊
佐藤 善通
佐久間 孝昭
花坂 功三郎
大森 裕司
平山 和幸
佐藤 暁
沼澤 貞義
菅原 利夫
長江 喜一
佐々木 弘司
戸羽 眞
伊藤 和夫
今野 胞喜
庄司 亨

栗原市築館字輝越永平78
角田市尾山字大門1-1
岩沼市桜5丁目3-59
亘理郡山元町山寺字沼田5-4
柴田郡大河原町字新東12-4
大崎市鳴子温泉字星沼77-47
登米市米山町中津山字新上待井88
黒川郡大郷町大松沢字堤下21
登米市豊里町大曲158-1
加美郡加美町羽場字山鳥河原八番19-3
大崎市古川清滝字内の目39
黒川郡富谷町明石字下桜ノ木103-1
仙台市泉区東黒松27-7
加美郡加美町字北町三番10-3
大崎市三本木蟻ケ袋字北川原上3-3
名取市閖上太子堂84-1
柴田郡柴田町槻木新町1-5-10
泉区将監11丁目4-11
仙台市泉区根白石字上ノ宿38番地
仙台市青葉区錦ケ丘７丁目3-3
大崎市小野字馬場25-1
大崎市鹿島台大迫字下志田186
亘理郡大隈十文字牛頭231-2
白石市大平森合字清水田28
東松島市小野字中央5-5
石巻市鹿又字新八幡前13
大崎市田尻字薬師堂前33
大崎市古川李捽字前田186-2
山形県新庄市十日町6397-17
気仙沼市内の脇一丁目14
加美郡加美町菜切谷字青木原17-2
大崎市松山千石字熊野堂2-1
遠田郡美里町大柳字後藤渕12-1
加美郡加美町小瀬下原東2-3
加美郡加美町字原表芳谷地23-4
加美郡加美町宮崎字麗2-34

Ⅵ- 37 ㈱ｴｸｾﾚﾝﾄｼｮｯﾌﾟｻｲﾄｰ
Ⅵ- 38 ㈲門脇建設
Ⅵ- 39 ArkHro建築士事務所
Ⅵ- 40 ㈱サンアイホーム
Ⅵ- 41 ハンズホーム㈱
Ⅵ- 42 (有)小野松工業所
Ⅵ- 43 ハウスプロモート
Ⅵ- 44 曽根建築工房
Ⅵ- 45 (有)月岡工務店
Ⅵ- 46 吉野設計事務所
Ⅵ- 47 梁川工務店
Ⅵ- 48 大沼工務店
Ⅵ- 49 ㈱牡鹿観光
Ⅵ- 50 ㈱シマヌキ建工
Ⅵ- 51 (有)高橋材木店
Ⅵ- 52 ㈱村田工務所
Ⅵ- 53 ㈱大場組
Ⅵ- 54 ㈲白井建築
Ⅵ- 55 ㈱小林工務店
Ⅵ- 56 ㈲瀬川工務店
Ⅵ- 57 ㈱岡崎工務店
Ⅵ- 58 東北相互建設㈱
Ⅵ- 59 和田工務店
Ⅵ- 60 菅野建設
Ⅵ- 61 ㈱佐々木住建
Ⅵ- 62 阿部俊工務店
Ⅵ- 63 高橋興建
Ⅵ- 64 丸正工務店
Ⅵ- 65 鈴木工務店
Ⅵ- 66 高橋住建
Ⅵ- 67 ㈱伊藤工務店
Ⅵ- 68 大友建築
Ⅵ- 69 ㈱今野ハウジング
Ⅵ- 70 ㈲東北マテリアル
Ⅵ- 71 ㈱オイデック
Ⅵ- 72 ㈲川村工務店
Ⅶ．メーカー・仕入先
Ⅶ- 1
ケイミュー㈱
Ⅶ- 2
ニチハ㈱
パナソニックエコソリューションズ社
Ⅶ- 3
Ⅶ- 4
住友林業
Ⅷ．設備工事店など
Ⅷ- 1
㈲サンユープロス
Ⅷ- 2

齋藤 喜一郎
門脇 政一
三條浩光
石崎利信
中山士史
小野松憲一
富永英徳
曽根正信
月岡薫
吉野文彦
梁川隆一
大沼政喜
阿部忠明
島貫勇雄
高橋信夫
村田秀彦
大場利秋
白井國見
小林雅史
瀬川善悦
岡崎英士郎
菅原正春
和田金夫
菅野実
佐々木幸司
阿部俊美
高橋浩毅
今野正則
鈴木良雄
高橋清市
伊藤和夫
大友誠一
今野武
高橋徳治
尾出利男
川村朗

柴田郡大河原町字新東81-3
遠田郡涌谷町涌谷字黄金迫北91-1
石巻市水沼字館下28
仙台市若林区一本杉17－3
多賀城市大代1－3－3
大崎市岩出山池月字下宮道合9
大衡村駒場字下宮前25
大崎市鳴子温泉字田中18－6
栗原市築館字下宮野砂田126
仙台市泉区市名坂野蔵50－57
登米市登米町寺池桜小路26
登米市米山町字桜岡貝待井7－2
石巻市門脇字二番谷地13－447
白石市字本町65
白石市字寺屋敷前70
大崎市古川江合錦町2－6－1
最上郡最上町大字志茂277－6
大崎市岩出山下一栗字新一の坪42
大崎市古川諏訪３丁目4－3
栗原市築館字上宮野屋敷前5
白石市西益岡町5－18
大崎市岩出山下野目字新雨沼7－1
大崎市前田町1－27
加美郡加美町長檀128－3
遠田郡美里町関根字道明44－14
登米市南方峰28－1
栗原市高清水下町2番地
大崎市淵渕尻字宮田229－2
大崎市鹿島台木間塚字鎌巻482－1
大崎市古川江合本町2－4－16
伊具郡丸森町大張川張字腰当14－2
大崎市古川渋井字全壮56
栗原市栗駒栗原西沢137－4
大崎市古川江合本町2－2－3
大崎市三本木南谷地字熊野越72－1
遠田郡美里町二郷字高玉1－3－2

吉川康弘
柏倉敏男

仙台市青葉区柏木1－2－45
仙台市宮城野区榴岡4－6－1
仙台市青葉区本町2－4－6

遠藤富雄

大崎市古川清水沢字鴻ノ巣86

