県産材を活用した家づくりを行うメーカー
「ふくしまの未来を育む森と住まいのポイント事業」（平成28年度）において、ポイント交付を受けた住宅を施工したメーカーの一
覧です。
番号

所在地

会社名

電話番号

1 株式会社梅津工業

福島市

上名倉字草深内48-1

024-593-3102

2 大和田建築

福島市

永井川字沢田43-1

024-546-7081

3 マルヨシ工業株式会社

二本松市

平石町266

0243-22-1376

4 有限会社神野工務店

二本松市

太田字布沢252

0243-47-3408

5 株式会社クリエートハウス福島

本宮市

糠沢字赤木193

0243-44-4374

6 有限会社本宮建設

本宮市

本宮字小原田１６−４

0243-34-6610

7 株式会社センチュリーホーム

郡山市

安積2丁目194番地

024-947-4321

8 株式会社ミツワ工務店

郡山市

田村町守山字殿町５０−１

024-955-2558

9 株式会社吉成建築

郡山市

安積町笹川字高石坊52-2

024-945-1234

10 株式会社増子建築工業

郡山市

富久山町福原字東内打5-1

024-933-0301

11 株式会社大建ハウジング

郡山市

大槻町字北ノ林27-33

024-961-7089

12 株式会社八州の家

郡山市

大槻町字針生184-4

024-954-5638

13 金田建設株式会社

郡山市

台新2丁目21番13号

024-922-3995

14 昭栄創建株式会社

郡山市

安積2丁目351-1

024-937-3335

15 村越住建株式会社

郡山市

菜根5丁目21番8号

024-934-4434

16 田中建設工業株式会社

郡山市

喜久田町字前北原53-127

024-926-0215

17 福島県中央住宅生活協同組合

郡山市

八山田2丁目192-2

024-924-1220

18 有限会社熊田工務店

郡山市

日和田町字大窪49番

024-958-2717

19 株式会社渡辺建設

須賀川市

岩渕字明神前141-1

0248-62-4771

20 三共建設株式会社

須賀川市

影沼町154

0248-75-4143

21 有限会社近内工務店

須賀川市

横田字北之後149

0248-69-1600

22 安瀬建設

田村市

船引町北鹿又字棒ノ下38

0247-84-2701
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23 有限会社丸大建設

天栄村

大字上松本字宮ノ北43-2

0248-82-3038

24 有限会社瀬和建設

天栄村

白子字四十檀１-１

0248-83-2504

25 有限会社生田目工務店

平田村

大字下蓬田字乙空釜２２４

0247-55-3177

26 有限会社小林工務店

玉川村

大字竜崎字原作田28

0247-57-2747

27 有限会社匠ハウス

鏡石町

岡ノ内6

0248-62-6589

28 有限会社小室建設

鏡石町

中央80

0248-62-2526

29 有限会社廣創建設工業

鏡石町

岡ノ内503

0248-62-3250

30 有限会社有松工務店

石川町

双里神主５

0247-26-1344

31 株式会社永野ハウス

白河市

新白河1-131

0248-22-7225

32 深谷建築

白河市

大和田岩崎２−４

0248-27-3358

33 有限会社アラカワ工務店

白河市

表郷金山字荒屋18

0248-32-3715

34 藤田建設工業株式会社

棚倉町

大字棚倉字南町20番地

0247-33-2281

35 有限会社鈴木工建

棚倉町

大字上台字行人塚51-3

0247-57-5777

36 株式会社建築鈴木

塙町

大字上石井字薬師堂27-1

0247-43-3830

37 富田建築

塙町

大字那倉字呼石3

0247-42-2307

38 鈴仁工務店

塙町

堀越妻沢41

0247-43-2532

矢祭町

大字関岡字天神沢93-2

0247-46-2646

39 住まいの樹工房

古張建設

40 株式会社会津山義

会津若松市 門田町大字飯寺字村西929-2

0242-27-0643

41 株式会社荒明工務店

会津若松市 高野町中前田310

0242-32-1331

42 株式会社成田木材建設

会津若松市 柳原町３丁目１番１号

0242-27-5221

43 美建ホンナ

会津若松市 西年貢2-7-51

0242-26-2758

44 武田土建工業株式会社

会津若松市 中央３丁目３−２２

0242-24-1018

45 有限会社

会津若松市 門田町大字一ノ堰字土手外10-2

0242-27-2604

46 有限会社青島建築

会津坂下町 大字御池田字御池302

0242-83-6885

47 株式会社オグラ

南会津町

熨斗戸５４４－１

0241-78-2066

48 株式会社芳賀沼製作

南会津町

針生字小坂40-1

0241-64-2221

渡部建装ホーム
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49 有限会社伊南川木材

南会津町

山口字下荒町2172-98

0241-72-2753

50 有限会社斉藤工務店

相馬市

黒木字勝善116-1

0244-36-5765

51 有限会社佐藤建業

南相馬市

原町区北新田字広田170番地

0244-22-7619

52 株式会社佐藤商事建設

浪江町

大字幾世橋字来福寺西20（仮事務所：南相馬市原町区
中太田字後迫284-10）

0244-26-8300

53 山本建築

浪江町

大字室原字堂定内1

54 株式会社ＫＤ設計

いわき市

内郷御厩町一丁目199番地

0246-88-8531

55 株式会社いわきホーム

いわき市

植田町林内８−１

0246-38-4107

56 株式会社エコ・ビレッジ

いわき市

中央台飯野4-2-4 いわきニュータウンセンタービル2F

0246-28-0111

57 株式会社スクラム建設

いわき市

常磐下船尾町中畑１番地

0246-72-1211

58 株式会社すまいまもり

いわき市

鹿島町久保字反町20番地の2

0246-58-8100

59 株式会社ファーストホーム

いわき市

四倉町上仁井田字南姥田8-1

0246-32-6022

60 株式会社創心すまい

いわき市

小名浜大原字東田26

0246-52-1800

61 秦正建設有限会社

いわき市

田人町黒田塩ノ本１７

0246-69-2207

62 有限会社フジシン

いわき市

平下高久字川和久１２５−２

0246-39-3553

63 有限会社数寄屋建設

いわき市

東田町1-22-18

0246-63-4524

64 有限会社泉サトウ住建

いわき市

泉町字小山228

0246-56-7498

65 有限会社芳賀住建工業

いわき市

勿来町白米酒井原38-15

0246-56-6803
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