
ウッドピタ工法協会　会員名簿 2023/3/1現在

都道府県 社名 住所

株式会社クエスト北海道 北海道札幌市西区琴似1条6丁目4番3号　札幌琴似第1ビルディング1Ｆ

株式会社南組 北海道様似郡様似町栄町5番地

宮坂建設工業株式会社 北海道帯広市西４条南8丁目12番地

有限会社上田工務店 青森県八戸市新井田字畑中11

弘前工業株式会社 青森県弘前市大字神田三丁目2番地3

岩手県 菱和建設株式会社 岩手県盛岡市みたけ1丁目6番30号

宮城県 株式会社佐元工務店 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目27番9号

奥羽住宅産業株式会社 秋田県秋田市大町二丁目6-29

中田建設株式会社 秋田県秋田市山王五丁目9番2号

米木建設株式会社 山形県米沢市城西2-3-50

山建工業株式会社 山形県米沢市諸仏町4926-5

株式会社祥建設 山形県山形市桜田東2-3-37

アオキ株式会社 茨城県石岡市杉並1-7-16

サンヨーリアルティ株式会社 茨城県牛久市中央5-21-6

有限会社川上建設 茨城県つくば市上ノ室1479-1

株式会社イシハラ 栃木県足利市福富町663

フィンランドの森株式会社 栃木県那須郡那須町大字高久乙2730-7

群馬県 株式会社大信工業 群馬県前橋市上新田町626-1

株式会社大嶋建設興業 千葉県船橋市飯山満町二丁目488-81

樫原建設株式会社 千葉県市川市田尻5-8-20

太勢建設株式会社 千葉県君津市常代1-12-26

有限会社鳶勝 埼玉県比企郡川島町出丸本203-4

日本建総株式会社 埼玉県川越市むさし野15-13

有限会社嘉藤建築設計事務所 埼玉県越谷市大沢2丁目15-11

埼玉県南建築協同組合 埼玉県三郷市茂田井701-2

株式会社高橋工務店 埼玉県草加市中根1-32-6

イーホーム株式会社 東京都文京区本駒込2丁目8番3号　白山コーポピアネーズ205号

化研マテリアル株式会社 東京都港区西新橋2-35-6　第三松井ビル

新三平建設株式会社 東京都台東区元浅草1-6-13　元浅草MNビル4階

株式会社ツルサキ 東京都千代田区外神田6-4-5　藤和妻恋坂コープ702号室

株式会社トップス 東京都多摩市関戸4-72-605

有限会社鈴木貞男工務店 東京都青梅市畑中1丁目148番地

有限会社タイム建築設計 東京都世田谷区梅丘1丁目4番5号

株式会社黒崎工務店 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町804番地1

アルゴスペースデザイン株式会社 神奈川県横浜市戸塚区川上町90番地6

株式会社桑原工務店 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊1582番地

有限会社スズキ建築事務所 新潟県新潟市秋葉区新津本町4丁目8番17号

株式会社皆川組 新潟県新潟市北区名目所2丁目1504番地

株式会社小野組　新潟支店 新潟県新潟市東区若葉町1丁目20番24号

有限会社池田工務店 新潟県柏崎市谷根808番地1

株式会社吉久建設 新潟県長岡市中島5丁目7-50

株式会社堀口建築工業所 山梨県山梨市牧丘町窪平46-1

株式会社山市成工 山梨県甲府市美咲1-14-8

岩浅建設有限会社 山梨県南巨摩郡身延町角打292-1

北海道

秋田県

茨城県

栃木県

東京都

千葉県

青森県

山形県

埼玉県

神奈川県

新潟県

山梨県

http://www.minamigumi.co.jp/
http://www12.plala.or.jp/uedakoumuten/
http://www.kakuhiro.co.jp/hk/
http://www.ryowa-const.co.jp/
http://www.samoto.co.jp/
http://www.o-u.jp/
http://www.yonemoku.jp/
https://www.yamaken21.com/
http://www.daishin.org/
http://www.oshima-kensetu.jp/
http://www.taisei-ken.com/
http://www.tobikatsu.jp/
https://www.nihon-kensou.jp/
http://takahashikoumuten.jp/
http://www.kaken-material.co.jp/
http://www.shinsampei.com/index.html
https://www.argo-space.co.jp/
http://www.kuwakou.co.jp/
http://www.suzuki-build.jp/
http://kashiwazaki-ikedako.com/
http://www.yoshiq.com/
http://www.yamaichiseikou.com/
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愛知海運産業株式会社 愛知県田原市田原町柳町6番地

青山建設株式会社 愛知県豊橋市東新町245

株式会社アキラス 愛知県刈谷市築地町二丁目8番地11

大津鉄工株式会社 愛知県弥富市五斗山三丁目138番地2

株式会社大野建築作業所 愛知県一宮市深坪町5-3

株式会社岡本組 愛知県豊田市平芝町3丁目4番地2

キザイテクト株式会社 愛知県名古屋市西区堀越2丁目3番20号

株式会社木村建設 愛知県名古屋市中川区野田3丁目241番地

株式会社共和 愛知県名古屋市北区生駒町7-148-1

株式会社協和工務店 愛知県尾張旭市西山町2丁目7番地の12

株式会社クワケン 愛知県江南市今市場町宮前78番地

株式会社ケイズ 愛知県知多市にしの台4-12-3

ゴウド建設株式会社 愛知県半田市宮本町2丁目67番地

櫻井工業株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市東区矢田四丁目28番33号

株式会社沢野商会 愛知県名古屋市中川区下之一色町字松蔭7-13

三和電気土木工事株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目12番22号

重喜防水工業株式会社 愛知県名古屋市北区大野町四丁目十二番地

有限会社スギ建設 愛知県名古屋市守山区大森3丁目603番地

株式会社スリーウッド 愛知県額田郡幸田町大字大草字長根知り4番地3

瀬戸ガス株式会社 愛知県瀬戸市弁天町74番地

株式会社大進 愛知県半田市住吉町2-185-1

太洋基礎工業株式会社 愛知県名古屋市中川区柳森町107番地

大冷工業株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番36号

中央電気工事株式会社 愛知県名古屋市中区栄3丁目14番22号

中部建設有限会社 愛知県田原市田原町柳沢59-5

株式会社テラスポート 名古屋市港区新茶屋3丁目1403-1

東洋建設株式会社 愛知県春日井市岩野町１丁目４９番地

日進機工株式会社 愛知県名古屋市守山区花咲台二丁目401番地

株式会社ハタノ 愛知県豊田市大清水町原山20番地

ビューテック株式会社　建材事業部　刈谷営業所 愛知県刈谷市一里山町東石根1-1

福岡建設株式会社 愛知県津島市埋田町1-22

不二木材工業株式会社 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目1番11号

株式会社前野木工 愛知県稲沢市北島1-125

株式会社メイエレック 愛知県名古屋市熱田区神宮四丁目3番36号

矢作建設工業株式会社 愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号　

有限会社湯浅建設 愛知県名古屋市中区大須1丁目４番２１号

株式会社ワールドエコ 愛知県岡崎市桑原町字南稲葉5-3

株式会社萩原工務店 愛知県岡崎市松橋町1丁目11番地68

株式会社細田建築 愛知県一宮市西中野字下中野207-0

有限会社根上建築 愛知県豊橋市弥生町字東豊和19-6

矢作ビル＆ライフ株式会社 愛知県名古屋市東区泉二丁目13番23号　

株式会社アイゲン 岐阜県郡上市八幡町五町三丁目17-8

有限会社久進 岐阜県郡上市高鷲町大鷲2322-2

株式会社新道組 岐阜県羽島市正木町新井1155

株式会社片桐工務店 岐阜県郡上市白鳥町中津屋277

岐阜県

愛知県

http://www.aichikaiunsangyo.co.jp/
http://www.otsutekko.co.jp/
http://www.jukibousui.co.jp/
http://www.sugikensetsu.com/
http://www.setogas.com/
http://www.daishin-21.com/
http://www.taiyoukiso.co.jp/
http://www.terraceport.com/
http://www.toyo-k3.co.jp/
http://www.fukuoka-kk.jp/
http://www.fujimokuzai.co.jp/lespace/
http://www.yahagi.co.jp/
http://www.hagiwara-k.com/
https://www.yahagibl.co.jp/
http://www.aigen.biz/
http://www.katagiri-home.com/


ウッドピタ工法協会　会員名簿 2023/3/1現在

都道府県 社名 住所

株式会社岡田建設 三重県多気郡大台町佐原555-7

株式会社サクライ 三重県亀山市安知本町2014番地の6

有限会社東洋建材工業所 三重県四日市市新正二丁目13-3

村瀬建設株式会社 三重県鳥羽市船津町235番地

㈱塩谷組 三重県北牟婁郡紀北町相賀299-1

㈱田村建設 三重県多気郡多気町土羽680-4

株式会社丸栄建設 三重県名張市松崎町1440番地1

村瀬建設株式会社 三重県鳥羽市船津町235番地

協同建材株式会社 静岡県浜松市南区若林町2582

株式会社ミサワホーム静岡 静岡県静岡市駿河区手越367番地

株式会社佐野工務店 静岡県静岡市清水区蒲原中492番地の1

池田建設株式会社 長野県伊那市日影329番地１

株式会社角藤　中南信支店 長野県松本市野溝木工1-1-1

ＲＳアーキー一級建築士事務所 石川県野々市市押野7-146

株式会社TASUKU工務店 石川県白山市福増町367番地

福井県 株式会社和晃建装 福井県小浜市遠敷第89号21番地

東武建設株式会社 富山県富山市新根塚町1-2-8　ナポレオンビル　1F

フォルムゼノマ株式会社 富山県黒部市荻生5253-2

前田建設株式会社 富山県富山市安住町7番14号

坂本工業株式会社 富山県富山市八尾町福島478

株式会社奥村組 滋賀県大津市下阪本3-5-32

有限会社光商店 滋賀県長浜市高槻町井口138

セイリョウ建設株式会社 京都府福知山市字堀2600番地の8

大進工業株式会社 京都府舞鶴市田中町21-1

株式会社野原工務店 京都府京田辺市草内宮ノ後33-6

有限会社コルクハウス 京都府八幡市男山指月4-45

株式会社MAYUMI 京都府八幡市男山吉井4番地7 

有限会社藤岡工務店 京都府南丹市日吉町胡麻古津13番地1

キョーエイ・プライム株式会社 奈良県奈良市学園朝日元町2-564

森建設株式会社 奈良県奈良市後藤町21番地

株式会社石田建設 奈良県奈良市恋の窪二丁目6番2号

株式会社大浜組 大阪府東大阪市元町1丁目6番50号

積水ハウス株式会社　積和建設事業本部 大阪府大阪市北区大淀中1-1-88　梅田スカイビル　タワーイースト18F

株式会社竹田義建築 大阪府東大阪市高井田西２丁目10-26

ミサワリフォーム近畿株式会社 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目6番20号

有限会社山由 大阪府寝屋川市仁和寺本町5丁目27-10

株式会社登工務店 大阪府豊中市二葉町2-5-9

南海辰村建設株式会社 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目5番19号

和歌山県 三和建設株式会社 和歌山県新宮市徐福1-6-21

門田建設株式会社 兵庫県川西市南花屋敷3丁目16-13

株式会社サージ・コア 兵庫県尼崎市西立花町3丁目1番1号

竹内工業株式会社 兵庫県篠山市郡家842番地の2

田中工務店 兵庫県宝塚市高司2-14-19

株式会社中川工務店 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508番地

松岡建築事務所 兵庫県加古郡播磨町東本荘3丁目4-12

大成工材株式会社 兵庫県加古川市東神吉町神吉1087-7

株式会社ミック 兵庫県三木市志染町西自由が丘2丁目214

兵庫県

大阪府

奈良県

長野県

富山県

滋賀県

石川県

京都府

三重県

http://www.murase2580.com/
https://shiotanigumi.wixsite.com/shiotanigumi
http://www.tamuken.biz/
http://www.maruei.gr.jp/
http://www.murase2580.com/
http://kyoudou-kenzai.co.jp/
http://shizuoka.misawa.co.jp/
http://www.ikeda17.com/
http://www.wako-kenso.com/
http://www.tobukensetsu.com/
https://form-zenoma.jp/
http://www.maeken.com/
http://www.okumurag.com/
http://www.hikarisyouten.jp/
http://www.seiryo1.co.jp/
http://www.nohara-k.com/
http://www.corkhouse.co.jp/
http://kyoei-prime.com/
http://moriken.dtiblog.com/
http://sekiwakensetsu.com/
http://www.h-osaka.com/tkdy/
http://www.kknoboru.com/
http://www.kadota.biz/
http://www.sagecorps.co.jp/
http://www.nakagawa-komuten.co.jp/
http://matsukenharima.com/
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浅野工業株式会社 岡山県倉敷市玉島爪崎635

岡山ハウス工業株式会社 岡山県岡山市北区三野3-6-37

株式会社タケイ 岡山県岡山市南区米倉123-7

株式会社建築工房いづき 岡山県岡山市北区下中野362-103　KARIYA3ビル　201

合同会社さとる建設 広島県広島市安芸区中野2丁目46-18

有限会社伸宏建設 広島県神石郡神石高原町高蓋310番地6

西部建設株式会社 広島県広島市西区古江上2-1373-3

株式会社ハイランドハウス 広島県広島市安佐南区山本1丁目18-23

馬場建設株式会社ホームサービス 広島県広島市南区東雲２丁目19-15

皆得建工株式会社 広島県広島市西区山田町34-15

コープハウジングひろしま株式会社 広島県広島市西区草津東1-13-20　太陽ビル　1F

中江美建株式会社CREATION SPACE 広島県広島市安芸区阿戸町6389-9

境港土建株式会社 鳥取県境港市西工業団地145番地

株式会社大協組 鳥取県米子市蚊屋235番地2

有限会社河﨑組 鳥取県倉吉市上灘町115-1

幸和建設株式会社 島根県雲南市木次町新市176

サカケン株式会社 香川県坂出市旭町3-1-4

大企建設株式会社 香川県善通寺市櫛梨町500-1

有限会社ミキハウジング 香川県丸亀市綾歌町岡田東136

ミサワホーム四国株式会社 香川県高松市林町2217番地50

徳島県 株式会社マナベ商事 徳島県三好市池田町シマ876番地1

株式会社二宮工務店 愛媛県宇和島市桝形町3丁目6-8

株式会社びるり 愛媛県松山市宮西1-4-43

有限会社大成システム 高知県高岡郡越知町越知甲1623番地4

株式会社高橋建工 高知県高岡郡佐川町本郷耕1837

株式会社中成 高知県高岡郡津野町北川4965

Be設計建築事務所 高知県高知市弥生町5-31-105

長崎県 有限会社野元秀建設 長崎県佐世保市星和台町1460-326

株式会社有江建設 熊本県天草市志柿町5422-1

石田建築 熊本県八代市中北町3418

大分県 株式会社三髙産業 大分県大分市大字下郡1161番地

宮崎県 株式会社栄建工業 宮崎県宮崎市大工三丁目89番地1

鹿児島県 株式会社南防 鹿児島県鹿児島市紫原四丁目19番10号

香川県

高知県

熊本県

愛媛県

鳥取県

広島県

岡山県

http://www.ii-ie.net/okayamahouse/
http://www.habitaokayama.jp/
http://www.shinkou-k.jp/
http://www.seibu-kensetu.jp/
http://www.highlandhouse.co.jp/
http://www.babakensetsu.co.jp/
http://sakaikodoken.com/
http://daikyou-g.co.jp/
http://www.u-kawasa.jp/index.html
http://kowa.shimane.jp/reform/
http://www.sakaken-kagawa.co.jp/
http://www.taikikensetu.jp/
http://www.mikihousing.net/
http://shikoku.misawa.co.jp/
http://www.manabe-shouji.co.jp/
http://www.ninomiyakoumuten.com/
http://www.taiseisystem.info/
http://www4.ocn.ne.jp/%7Enakasei/
http://www.kkeiken.com/
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