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会津建設株式会社 福島市南中央3-2 024-535-4440 024-535-5955 info@aizukensetu.co.jp

安斎建設株式会社 福島市伏拝字内⽥18-4 024-546-4045 024-546-4640 a-anzai@an-ken.jp

株式会社安藤組 福島市浜⽥町3-28 024-534-2325 024-533-8303 andogumi@trust.ocn.ne.jp

株式会社梅津⼯業 福島市上名倉字草深内48-1 024-593-3102 024-593-4863 first@umexhome.com

株式会社遠藤⼯務所 伊達郡川俣町字五百⽥24 024-566-3511 024-566-5518 endou-koumu@mrj.biglobe.ne.jp

株式会社⻲岡⼯務店 福島市佐倉下字前3 024-593-1717 024-593-1725 kanri_dept@kameokakoumuten.jp

⻲⾕建設株式会社 福島市野⽥町5-8-58 024-535-3241 024-535-3653 k-ito@kameken.net

菅野建設株式会社 福島市新町6-33 024-535-1311 024-533-1077 http://www.kannokensetsu.co.jp

株式会社古俣⼯務店 福島市⿃⾕野字扇⽥1-1 024-545-1211 024-545-1210 soumu@komata-koumuten.co.jp

佐藤⼯業株式会社 福島市泉字清⽔内1 024-557-1166 024-556-1061 eigyo@sato-kogyo.co.jp

株式会社宍⼾⼯務店 福島市町庭坂字遠原2-18 024-591-3351 024-591-3350 mail@ssk-sisido.com

新広建設株式会社 福島市腰浜町4-30 024-533-2516 024-533-2519 info@shinkoukk.co.jp

株式会社⼤丸⼯務店 福島市野⽥町4-3-20 024-535-4524 024-535-1822 postmaster@daimaru.co.jp

株式会社晃建設 福島市腰浜町31-16 024-535-3125 024-535-3127 kanri@pk-hikari.jp

松崎建設株式会社 福島市飯坂町湯沢24 024-542-3767 024-542-3770 matuzaki.kk@nifty.com

ヤマニ建設株式会社 ⼆本松市南町225 0243-23-1409 0243-23-1410 info@yamani-1971.com

東北⼯業建設株式会社 福島市御⼭字検⽥14-1 024-573-4127 024-573-4128 ozaki@tohokukogyo-k.co.jp

⽯橋建設⼯業株式会社 本宮市本宮⾼⽊⾈場25-8 0243-33-2519 0243-33-6049 info@ishi-ken.co.jp

株式会社尾形⼟建 ⼆本松市永⽥5丁⽬138番地1 0243-22-3921 0243-22-3988 ogata-co@cocoa.plala.or.jp

株式会社⻑⾕川建設 本宮市仁井⽥字上⼭⽥9-10 0243-33-3330 0243-33-3340 info@hasegawakensetu.co.jp

宮地⼯務店 福島市春⽇町16-30 024-533-5448 024-533-5448 建築⼤⼯
有限会社 浅川⼯匠 福島市⼤波字⿊志⽥37 024-588-1552 024-588-1561 asakawakousho@gmail.com 建築⼤⼯
さぶろう⽡店 伊達市梁川町字天神町34-3 024-577-1380 024-577-1380 屋根⽡⼯事
株式会社 原建築 福島市笹⽊野字⻄原2-107 024-557-4496 024-557-4496 h-jungle1008@cronos.ocn.ne.jp 建築⼤⼯
有限会社 ⻘⽊建業所 福島市笹⾕字南⾦屋54-1 024-557-6268 024-559-3024 建築業
有限会社 ⾥の⽊⼯房 福島市⽴⼦⼭字畑中72-6 024-597-2555 024-597-2558 info@satonoki.skr.jp 建築⼤⼯
建築⼯房あかま 伊達市保原町⼆井⽥字泉畑113-2 024-573-0129 024-573-0229 k_k_akama@yahoo.co.jp 建設
サトウ⼯匠 伊達市保原町上保原字細⽥⼊27-4 024-597-7107 024-597-7107 建築⼤⼯
宍⼾建築 福島市⼭⽥字⾦坪6 024-546-1561 024-546-1641 建築⼤⼯
吉⽥建築事務所 福島市荒井字太夫内36 024-593-2793 024-593-2793 建築⼤⼯
有限会社 ⻑⾕部建築 福島市宮代字⽥尻26-4 024-553-8250 024-553-8318 建築⼤⼯
菅野建設 福島市松川町沼袋字⼾ノ内130 024-567-6126 024-567-6196 建築⼤⼯
株式会社 鎌⽥興業 福島市笹⾕字向原9-6 024-558-7305 024-529-6673 鳶⼯・⾜場
建部建築株式会社 福島市渡利字七社宮19 024-522-0800 024-522-0800 ttbysm@gmail.com 建築⼤⼯
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ウッドワーク 伊達郡桑折町⾕地⼤字⾕地字添9-5 024-582-6812 024-582-6813 woodwork@wj9.so-net.ne.jp 建築⼤⼯
森⾕建装 福島市伏拝⾏⼈森1-6 024-502-4435 024-502-4435 外壁⼯・板⾦⼯
阿部建築 福島市⼤笹⽣字久地⽊4-1 024-556-1018 024-556-1019 建築業
菊地建築 福島市飯坂町銀杏1-9 024-542-7873 024-542-7983 ⼤⼯・屋根⼯事
⼤⼯のさとう 伊達市荒町51-3 024-584-2866 024-584-2177 建築⼤⼯
菅野建築 福島市飯坂町中野字堰坂77-1 024-542-1643 024-542-1643 建築⼤⼯
㈱モニワハウスドクター 福島市荒井字叺内前２－６ 024-593-1634 建築⼯事・管⼯事・内装仕上⼯事
有限会社 狩野⼯務店 ⼆本松市原セ諏訪260 0243-22-2227 0243-22-2227 建築⼤⼯
佐藤建築 ⼆本松市箕輪3丁⽬34 0243-23-7083 0243-23-7529 建築業
株式会社 三浦⼯務店 ⼆本松市⼾沢字松ヶ作34-2 0243-46-2666 0246-46-2686 建築⼤⼯
会津建設株式会社 福島市南中央3丁⽬2 024-535-4440 024-535-5955 sekisan@aizukensetu.co.jp

佐藤建築 ⼆本松市箕輪3-34 0243-23-7083 0243-23-7529 satou.mituko@white.plala.or.jp

⼤和⽥建築 福島市永井川字沢⽥43-1 024-546-7081 024-546-7241 owada-kenchiku@vesta.ocn.ne.jp

株式会社 宍⼾⼯務店 福島市町庭坂字遠原⼆18 024-591-3351 024-591-3350 tuhr@ssk-sisido.com

株式会社⿊澤⼯務店 福島市⼋⽊⽥字中島152-4 024-545-3356 024-545-3357 n.kurosawa@laru.net

有限会社秋葉⼯務店 伊達市梁川町字⾚五輪76 024-577-2519 024-577-2947 akiha@if-n.ne.jp

株式会社阿久津建築 伊達市霊⼭町中川字⼩綱4-1 024-586-3626 024-563-1327 akutsu-k@maroon.plala.or.jp

⼤橋⼯務店設計事務所 伊達市霊⼭町掛⽥字⽇向前130-1 024-586-3373 024-586-2251
KAN建築事務所 福島市佐倉下字笠ノ内北20-6 024-546-6748 024-539-7051 kankg.tk-1@trad.ocn.ne.jp

菅野建設 福島市松川町沼袋字⼾ノ内130 024-567-6126 024-567-6196 ekanno1231@outlook.jp

⻫藤⼯匠 伊達市霊⼭町⼤⽯字台17-4 024-587-1769 024-587-1769
有限会社サイトウホ-ム 伊達郡国⾒町⼤字徳江字⼩林14 024-585-2139 024-585-5289 saitouhome@extra.ocn.ne.jp

有限会社地域設計 伊達市梁川町五⼗沢字五輪堂1-6 024-577-3526 024-577-3502 chiiki03@kca.biglobe.ne.jp

有限会社匠⼯建 伊達郡川俣町飯坂字壁沢1-3 024-566-4178 024-565-5241
三浦⼯匠店有限会社 福島市桜本字向原48 024-591-2719 024-591-2751 shinsukiya@ksh.biglobe.ne.jp

⼯匠店有限会社⼋⽊沢 福島市泉字宮内前9-27 024-558-1821 024-558-1878 takumi.yagisawa.38112@gmail.com

⼋⽊澤⼯務所 福島市伏拝字沼ノ上2-467 024-546-8680 024-546-8680 yagikiyo@mx41.tiki.ne.jp

株式会社春光園 福島市⿃⾕野字扇⽥10番地の1 024-545-3331 024-545-5281 h-nihei@preo.co.jp

建築⼯房あかま 伊達市保原町⼆井⽥字泉畑113の2 024-573-0129 024-573-0229 k_k_akama@yahoo.co.jp

株式会社やまき⼯務店 伊達市梁川町⾈⽣字沢向12-1 024-577-1756 024-577-3178 yamaki-karz@gol.com

有限会社丸充松⽥建業 伊達郡国⾒町⼤字⼤⽊⼾字⼤橋20 024-585-4243 024-585-1326 month_sort@yahoo.co.jp

FPO 伊達市梁川町⼤関字鎌研16 024-577-6210 024-577-6210 fpo5059@outlook.jp

佐藤建築 ⼆本松市箕輪3-34 0243-23-7083 0243-23-7529
津⽥⼯務店 ⼆本松市本町1-214 0243-22-1684 0243-23-4154 guts_da4@yahoo.co.jp

服部建築設計事務所 ⼆本松市⽊ノ崎420 0243-22-5993 0243-22-5764 fun25047@yahoo.co.jp
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有限会社福芳建設 ⼆本松市油井字⾚坂37-3 0243-22-4723 0243-22-4880 fukuyoshikensetu@globe.ocn.ne.jp

有限会社安⻫⼯務店 本宮市本宮町字広町13-3 0243-34-2769 0243-34-1030 anzai@atlas.plala.or.jp

遠藤建築 ⼆本松市名⻑折字宮久保8 0243-55-2959 0243-55-2959
有限会社⼤藤⼯務店 ⼆本松市⽥沢字北向20 0243-56-2870 0243-56-2873 daitouko@lilac.plala.or.jp

菅野建築株式会社 ⼆本松市⼾沢字⾺乗29-2 0243-46-3566 0243-46-3584 k-sstf@agate.plala.or.jp

K・H建⼯株式会社 ⼆本松市⽊幡字坂之下138-1 0243-24-9600 0243-24-9601 khkenkou@lime.ocn.ne.jp

有限会社⻫藤⼯匠店 ⼆本松市針道字⻄ノ内139-1 0243-46-2323 0243-46-3325 jimu@saitocoshoten.co.jp

佐藤⼯務店 ⼆本松市⻄新殿字勝ノ⽊1 0243-57-2138 0243-24-8709 kanesast@axel.ocn.ne.jp

有限会社神野⼯務店 ⼆本松市太⽥字布沢252 0243-47-3408 0243-47-3041 nunosawa.1114@happy.bbexcite.jp

有限会社東和住建 ⼆本松市太⽥字深⽥41 0243-47-3244 0243-47-3758 touwajuuken@sky.plala.or.jp

三浦⼯務店 ⼆本松市⼾沢字松ケ作34-2 0243-46-2666 0243-46-2686 iiwkm-h32104@htk.ne.jp

武藤建築 ⼆本松市太⽥字寺沢94-6 0243-47ー3460 0243-47-3578 kurodai5@sea.plala.or.jp

加藤⼯務所 福島市飯野町⻘⽊字柿ノ久保1 024-562-2409 024-562-2409 tryals2001@yahoo.co.jp

有限会社スマイルホ-ム ⼆本松市舘野3-366-1 0243-23-5565 0243-24-1321 sh-777@krd.biglobe.ne.jp

遠藤建設有限会社 ⼆本松市油井字⽥向16-2 0243-54-2131 0243-54-2132 endokensetsu@grape.plala.or.jp

株式会社伊藤建設 郡⼭市芳賀2-19-6 024-944-3220 024-943-2364 ito-con@crest.ocn.ne.jp

王⼦建設株式会社 郡⼭市並⽊5-5-38 024-933-4153 024-938-9853 nao@oji-k.co.jp

株式会社オオバ⼯務店 郡⼭市富⽥町字権現林3-4 024-961-6500 024-961-6501 oba34sato@oba21.com

陰⼭建設株式会社 郡⼭市⽯渕町1-9 024-944-1325 024-944-0496 j.kikuchi@kageken.jp

株式会社蔭⼭⼯務店 郡⼭市⽥村町⾦屋字上川原286-12 024-944-3622 024-942-0088 susumu@kageyama-koumuten.com

光建⼯業株式会社 郡⼭市⽅⼋町2-13-9 024-941-3200 024-941-3737 sakurai@koken-kk.co.jp

株式会社清⽔⼯業 郡⼭市⻄ノ内1-11-7 024-932-4318 024-933-2196 info@ksmzk.com

株式会社⽩鳳社 郡⼭市本町2-17-5 024-932-1544 024-932-1545 s-shimizu@hakuhousya.co.jp

⼋光建設株式会社 郡⼭市並⽊1-1-11 024-922-8553 024-939-1052 sawazaki@hk-const.co.jp

富⼠⼯業株式会社 ⽥村市滝根町菅⾕字沖⽥15 0247-78-3355 0247-78-3500 fuji.co@sweet.ocn.ne.jp

株式会社⾚⽻組 須賀川市⻑沼字鍛治町10 0248-67-2210 0248-67-2270 akabane7@eos.ocn.ne.jp

荒牧建設株式会社 須賀川市越久字舘47 0248-76-2832 0248-76-2870 aramak_soumu@cocoa.plala.or.jp

株式会社榊原⼯業 須賀川市守⾕舘16 0248-75-1800 0248-75-1905 k.sakaki@violin.ocn.ne.jp

三柏⼯業株式会社 須賀川市⼤町104 0248-76-0208 0248-72-1887 sakaki@sanpaku.co.jp

株式会社橋本組 須賀川市加治町5-1 0248-76-5100 0248-76-5101 hashimotogumi@dream.com

松本建設⼯業株式会社 須賀川市塚⽥151 0248-75-5195 0248-75-5197 info@matsuken.jpn.com

株式会社渡辺建設 須賀川市岩淵字明神前141-1 0248-62-4771 0248-62-4754 sewa@nabeken.ne.jp

株式会社志賀建設 ⽯川郡⽯川町字屋敷⼊63 0247-26-5135 0247-26-5530 shiga@shiga-kensetu.com

鈴五建設⼯業株式会社 ⽯川郡浅川町⼤字浅川字背⼾⾕地158-10 0247-36-2018 0247-36-2094 suzugo-k@tenor.ocn.ne.jp
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株式会社創誠 ⽯川郡⽯川町字⻑久保284 0247-26-3147 0247-26-3999 sousei@kk-sousei.co.jp

株式会社福産建設 ⽯川郡⽯川町⼤字双⾥字桜町20 0247-26-3355 0247-26-1166  info@fukusan.biz

⽔⾕⼯業株式会社 ⽯川郡⽯川町字当町11 0247-26-3175 0247-26-0560 info@mizutani-kk.co.jp

村上⼯務店 郡⼭市⽥村町下⾏合字宮⽥130-48 024-944-6066 024-944-6066 建築⼤⼯
有限会社折笠建設 郡⼭市⽥村町⾦屋字冬室107-2 024-943-5055 024-942-3707 oriken.h-k@chime.ocn.ne.jp 建築⼤⼯
有限会社マスケンホーム 郡⼭市⼤槻町字⼈形坦東93-4 0254-952-0688 024-983-4524 建築⼯事業
有限会社盛峰建設 郡⼭市安積町⽇出⼭字旧屋敷17-4 024-947-5802 024-947-5803 hausu.seiho@ia2.itkeeper.ne.jp 建築⼯事業
有限会社⻘⽊栄⼀建築 郡⼭市熱海町安⼦島字⾼森1-197 024-984-3859 024-984-3870 建築⼤⼯
サトウ⼤⼯ 郡⼭市⼤槻町花輪前30 090-5843-3763 建築⼤⼯
有限会社アサツマ 郡⼭市安積町笹川字荒池下19-14 024-945-7716 024-945-7774 サッシ⼯事
株式会社⼤建ハウジング 郡⼭市⾕地本町87 024-961-7089 024-954-7523 daiken-housing@friend.ocn.ne.jp 建築⼤⼯
有限会社カーペンター遠藤 郡⼭市⼤槻町字林ノ東12-3 024-923-3634 024-923-3634 建築⼤⼯
Ｋ－クラフト 郡⼭市⽥村町栃⼭神字柳沢261 024-975-2422 024-975-2463 建築業
鈴⽊建築 郡⼭市逢瀬町多⽥野字萱林78 024-957-2688 024-957-2688 建築業
TMK村上建築⼯務店 ⽥村市都路町岩井沢字道ノ内34-10 0247-75-2119 02547-75-2119 建築⼤⼯・⼟⽊
有限会社近内⼯務店 須賀川市横⽥字北の後149 0248-69-1600 0248-96-1611 konnai-koumuten@ruby.plala.or.jp 建築⼤⼯
有限会社佐藤⼯務所 須賀川市泉⽥字寺久保57-1 0248-62-2283 0248-62-5500 satou-koumusyo.com 建築⼤⼯
建築つむらや 須賀川市向陽町407 0248-63-1123 0248-63-1123 a.tsumuraya1123@jmail.com 建築⼤⼯
⼩針住建 須賀川市森宿字ヒジリ⽥35-32 0248-76-3308 0248-76-3308 建築⼤⼯
株式会社東北サンコー 郡⼭市安積4丁⽬295 024-945-8166 024-945-8151 t-sanko@k7.dion.ne.jp

環境建設株式会社 須賀川市中宿442 0248-76-5940 0248-76-5950 info-kankyo@eos.ocn.ne.jp

有限会社荒川⼯建 ⽯川郡平⽥村⼤字上蓬⽥字⾺道5 0247-55-3138 0247-55-3139 a-kouken@car.ocn.ne.jp

有限会社盛峰建設 郡⼭市安積町⽇出⼭字旧屋敷17-2 024-947-5802 024-947-5803 hausu.seiho@ia2.itkeeper.ne.jp

有限会社佐藤⼯務所 須賀川市泉⽥字寺久保57-1 0248-62-2283 0248-62-5500 satokom@juno.ocn.ne.jp

株式会社⼈輝エンジニアリングサービス 須賀川市あおば町131 0248-63-7277 0248-63-7377 hitoki-en@ivory.plala.or.jp

株式会社⼤原⼯務店 郡⼭市安積町⽇出⼭⼆丁⽬21-1 024-944-9214 024-944-9688 oohara-komuten@river.ocn.ne.jp

株式会社菊地住建 ⽥村郡三春町⼤字実沢字樋ノ⼊42-3 0247-62-3509 0247-73-8033 k.kazu@rapid.ocn.ne.jp

有限会社近内⼯務店 須賀川市横⽥字北之後149 0248-69-1600 0248-69-1611
株式会社⽯建⼯匠 郡⼭市冨久⼭町久保⽥字古坦179-2 024-943-1525 024-943-3242 taka-ishikawa@tatekawa-ishiken.com

有限会社桑原⼯務店 郡⼭市芳賀⼀丁⽬7-41 024-944-2473 024-943-6893 yo-kuwahara@if-n.ne.jp

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 024-939-3355 masico@masico.co.jp

有限会社柳沼⼯匠 郡⼭市⽥村町御代⽥字中平52 024-955-3908 024-973-6082 gogodaiku3@yahoo.co.jp

株式会社宗形⼯務店 ⽥村郡三春町⼤字鷹巣字⽔上146 0247-62-7677 0247-62-7687 nakatuma@theia.ocn.ne.jp

株式会社菊地住建 ⽥村郡三春町⼤字実沢字樋ノ⼊42-3 0247-62-3509 0247-73-8033 k.kazu@rapid.ocn.ne.jp

有限会社サワケン住宅 ⽥村郡三春町⼤字富沢字楢梨池頭66 0247-62-3175 0247-62-3193 sawaken@abelia.ocn.ne.jp
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有限会社⼆瓶建設 ⽯川郡平⽥村⻄⼭字北⽥22 0247-54-2203 0247-54-2978 nihei-kensetsu@ec3.technowave.ne.jp

株式会社鈴⽊建設 ⽩河市東⼤沼176-1 0248-22-0151 0248-22-0154 master@suzukikensetsu-f.co.jp

髙⽥⼯業株式会社 ⻄⽩河郡⽮吹町⼤町192 0248-44-3131 0248-44-3716 furukawa@takadakogyo.co.jp

株式会社⽇仙産業 ⽩河市⼤信隈⼾字仙久内屋敷12 0248-22-1614 0248-27-3572 nissen@eagle.ocn.ne.jp

福島県南⼟建⼯業株式会社 ⽩河市字中⽥260 0248-22-2166 0248-23-3352 info@kennan.co.jp

株式会社松本⼯務店 ⽩河市⽩坂愛宕⼭73-2 0248-28-3835 0248-28-3836 info@matsumotok.co.jp

県南建設株式会社 東⽩川郡⽮祭町⼤字下関河内字上古宿40 0247-47-2311 0247-47-2659 kenan28@vesta.ocn.ne.jp

深⾕建設株式会社 東⽩川郡塙町⼤字塙字⼤町4-6 0247-43-0277 0247-43-3684 s-tatsuo@fukaya-kk.co.jp

藤⽥建設⼯業株式会社 東⽩川郡棚倉町⼤字棚倉字南町20 0247-33-2281 0247-33-6942 soumu@fujitakk.net

⽮祭建設株式会社 東⽩川郡⽮祭町⼤字内川字真⽊野5 0247-46-2383 0247-46-2979 kensetsu@yamatsuri.co.jo

湯座建設株式会社 東⽩川郡鮫川村⼤字⾚坂中野字取上11-2 0247-49-2269 0247-49-2624 yuza@rapid.ocn.ne.jp

真栄興業 ⻄⽩河郡⽮吹町⼋幡町492-3 090-5188-4536 0248-44-2018 kondouyoshinori7@gmail.com 屋根⼯事
Morry Homes ⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉字⼤平276-1 0248-25-6302 0248-29-8124 Morry_Homes@yahoo.co.jp 建築⼤⼯
株式会社 中村⼯務所 ⽩河市寺⼩路6１-2 0248-24-1701 0248-24-4856 reform@nakamura.name 建築⼤⼯
有限会社 好隆開発 ⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⽶字中⼭下39 0248-21-5688 0248-21-5689 kohryuukaihatsu@gmail.com ⼟⽊、設備
株式会社 かわらや ⻄⽩河郡⻄郷村⼩⽥倉字⽥⼟ヶ⼊3-140 0248-25-0255 0248-25-7707 kawaraya@outlook.jp 屋根施⼯業
森本 義次 ⽩河市合戦坂73 0248-22-6623 建築⼤⼯
蔀電設 ⽩河市⻄三坂18-48 0248-28-1568 0248-28-1568 電気⼯事
薄葉⼯務店 ⽩河市旭町⼆丁⽬5-1 0248-24-0701 0248-24-0701 建築業
有限会社 國井⼯務店 ⽩河市⼤信増⾒字天狗塚53 0248-46-2553 0248-46-2553 kuniikoumuten@mail.com 建築業
有限会社 髙村建創 ⽩河市鍛冶町24 0248-29-8158 0248-22-7166 takamurakensou@sky.sannet.ne.jp 建築⼤⼯
秋⼭⼯務店 ⽩河市昭和町184-2 0248-24-1656 0248-29-8401 s-aki@leaf.ocn.ne.jp 建築⼤⼯
インテリア フジサワ ⽩河市東上野出島字三ツ池１－５５ 0248-34-2109 0248-34-1555 fujiki3298-100@yahoo.co.jp 内装・畳
花⼯匠 東⽩川郡鮫川村⼤字渡瀬字江⻯⽥50 0247-48-2221 0247-48-2221 建築⼤⼯
キヨカズ設備⼯業 ⽯川郡浅川町染字追越92 090-3367-3462 配管⼯
有限会社國井⼯務店 ⽩河市⼤信増⾒字天狗塚53 0248-46-2553 0248-46-2553
塩⽥建設 ⽩河市⼤信下新城字千才5 0248-46-2202 0248-46-2202 azrsatoaei@yahoo.co.jp

株式会社⽩岩⼯務店 ⻄⽩河郡⻄郷村⽻太字原⽥15 0248-23-2448 0248-23-3703 info@shiraiwa-jp.com

三森建匠 ⻄⽩河郡⻄郷村⼤字真船字折⼝原5-69 0248-25-1442 0248-25-1442
株式会社永野ハウス ⽩河市新⽩河1-131 0248-22-7225 0248-22-9045 naganohouse@hkr.co.jp

鈴源建築 ⻄⽩河郡⻄郷村⼤字熊倉字折⼝原511-2 0248-25-2326 0248-25-2361

会津⼟建株式会社 会津若松市追⼿町5-36 0242-26-4500 0242-29-5911 k-nozomu@adoken.co.jp

秋⼭ユアビス建設株式会社 会津若松市⽶代1-4-30 0242-27-3770 0242-27-0428 fumiaki@aki-ken.co.jp

県南

会津
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⽊村建設株式会社 会津若松市徒之町4-12 0242-27-3092 0242-27-3093 suzuki_syo@aizu.jp

鈴⽊綜合建設株式会社 会津若松市東年貢2-8-1 0242-27-1444 0242-28-6947 info@suzuki-sougo.co.jp

武⽥⼟建⼯業株式会社 会津若松市中央3-3-22 0242-24-1018 0242-22-7578 soumu@takedadoken.co.jp

株式会社東北⼊⾕まちづくり建設 会津若松市⾨⽥町⼤字⼀ノ堰字村⻄708-9 0242-27-1248 0242-28-0817 toshiyuki-o@aizu-machiken.co.jp

株式会社南会⻄部建設コーポレーション 会津若松市町北町⼤字上荒久⽥字鈴⽊57-1 0242-25-0231 0242-32-1534 kanno@nankaiseibu.co.jp

マルト建設株式会社 河沼郡会津坂下町⼤字⽜川字砂⽥565 0242-83-0010 0242-83-0023 nitta@maruto-aizu.com

株式会社⼸⽥建設 会津若松市町北町⼤字藤室字藤室721-1 0242-32-0311 0242-24-0087 kenchiku@yumita.co.jp

滝⾕建設⼯業株式会社 ⼤沼郡三島町⼤字宮下字宮下177 0241-52-3131 0241-52-3143 m-sakai@takiya.co.jp

樫内建設⼯業株式会社 喜多⽅市字⻑内7824-2 0241-22-1711 0241-22-7961 soumu@kashiuchikk.co.jp

株式会社唐橋 喜多⽅市⼭都町三津合字細⽥520 0241-38-2414 0241-38-3540 kab-kara@bz04.plala.or.jp

株式会社相模 喜多⽅市豊川町⽶室字道端5530 0241-22-2232 0241-22-2229 sagami@sagami-k.jp

東栄建設株式会社 耶⿇郡猪苗代町⼤字川桁字稲⼲原3466 0242-66-2411 0242-66-2428 mail@toei-kk.net

東信建設⼯業株式会社 耶⿇郡猪苗代町字佐渡島1057-3 0242-64-2134 0242-64-2647 info@tohshin-kk.co.jp

渡部産業株式会社 耶⿇郡猪苗代町字芹沢4040 0242-62-2166 0242-62-3991 sanwa@i-wic.com

株式会社しもごう環境サービス 南会津郡下郷町⼤字豊成字下川原115 0241-67-4265 0241-67-4275 sks?endo@amail.plala.or.jp

株式会社鈴⽊建設 南会津郡南会津町中荒井字⻑畔536 0241-62-2367 0241-62-2305 suzuki_y@cameo.plala.or.jp

株式会社渡部⼯務所 南会津郡下郷町⼤字豊成字林中6112 0241-67-2346 0241-67-2335 toshi@w-k.oo.jp

南総建株式会社 南会津郡南会津町⼭⼝堀⽥791 0241-72-2516 0241-72-2512 toshiyuki.honna@minamisouken.com

美建ホンナ 会津若松市⻄年貢⼆丁⽬7-51 0242-26-2758 0242-26-2758 biken-honna@amail.plala.or.jp 建築⼤⼯
有限会社 樋浦建築 会津若松市⼤塚⼆丁⽬2-12 0242-28-0866 0242-23-9007 hiurakenchiku@yhoo.co.jp 建築業
浅野建築 会津若松市⾨⽥町⼤字飯寺字村東289-33 0242-27-6533 0242-27-6533 asano-kenchiku@k4.dion.ne.jp 建築業
有限会社 成⽥商事 会津若松市北会津町下⽶塚703 0242-58-3481 0242-58-3474 narita1@minos.ocn.ne.jp 解体 ⼟⽊他
株式会社⼤桃建設⼯業 南会津郡南会津町⽥島字本町甲3886 0241-62-0020 0241-62-0282 kz-omomo@rmail.plala.or.jp

ツルカメ建設株式会社 会津若松市⼀箕町鶴賀字上居合129-3 0242-32-6260 0242-32-6919 nobe@tsurukame.cc

株式会社 Oｍnibus 耶⿇郡猪苗代町新町4915 0242-72-1383 0242-62-3130 wh-omni@ray.ocn.ne.jp

有限会社和建築⼯業所 河沼郡会津坂町⻘⽊字吉原698 0242-84-1640 0242-84-1640
鈴⽊⼯匠 河沼郡柳津町⼤成沢字前⽥533 0241-43-2270 0241-43-2730
寿 鈴⽊建築⼯業 河沼郡会津坂下町束松字町屋敷丙107 0242-85-2676 0242-85-2686
新⽥建築⼯業 河沼郡会津板下町⾦上字東村70 0242-82-2581 0242-85-6271
横⽥⼯務店 ⼤沼郡⾦⼭町越川字沖ノ原638 0241-56-4556 0241-56-4178 yokota_t@iaa.itkeeper.ne.jp

有限会社稲瀬⼯務店 南会津郡南会津町⽥島字⼤坪7 0241-62-2817 0241-62-2816 jlva@bz01.plala.or.jp

株式会社⼤橋⼯務店 南会津郡南会津町永⽥字⻄俣110 0241-62-1000 0241-62-3872 yuichi@ohashi-k.net

株式会社⼤桃建設⼯業 南会津郡南会津町⽥島字本町甲3886 0241-62-0020 0241-62-0282 info@omomo.co.jp

株式会社櫻⽊建設 南会津郡南会津町⽥島字南下原61 0241-62-3941 0241-62-3945 cherimok@sage.ocn.ne.jp

株式会社鈴⽊建設 南会津郡南会津町中荒井字⻑畔536 0241-62-2367 0241-62-2305 suzuki_y@cameo.plala.or.jp
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七森建設 南会津郡南会津町⽷沢字⼤倉⼾3164 0241-66-2861 0241-66-2872 nanamori2861@yahoo.co.jp

野中建築 南会津郡南会津町静川字上沢⽥⼄1021 0241-62-2729 0241-62-2729
星美⼯ 南会津郡南会津町⾼野字上⾼野6 0241-62-0470 0241-62-1570 kouyanodaiku.hoshibikou@live.jp

株式会社丸惣建設 南会津郡南会津町⽥島字会下甲3274 0241-62-0560 0241-62-0315 jmptw0@proof.ocn.ne.jp

有限会社マルヨ建匠 南会津郡下郷町栄富字屋敷甲768 0241-67-2715 0241-67-2642 m-kenshyo@if-n.ne.jp

丸和建業 南会津郡南会津町静川字甚兵⽥⼄320 0241-62-1365 0241-62-1416
皆川建⼯ 南会津郡南会津町⻑野字⻑野63 0241-62-2603 0241-62-2601
有限会社宮本屋 南会津郡下郷町⾳⾦字宮ノ前259 0241-67-3999 0241-67-2887 hoshi@miyamotoya-f.jp

湯⽥建業 南会津郡南会津町川島字廻⼾1628 0241-66-2714 0241-66-3000
株式会社会津デザイン⼯房 南会津郡南会津町⽥島字後原甲3468 0241-64-5281 0241-64-5282 tokoma@aizu-design.com

渡部建築サービスグループ 南会津郡南会津町⽥島字鎌倉崎⼄20-3 0241-62-0006 0241-64-1505
株式会社芳賀沼製作 南会津郡南会津町針⽣字⼩坂40-1 0241-62-2221 0241-64-2223 info@haganuma.co.jp

⽯川建設⼯業株式会社 南相⾺市原町区⼤町3-30 0244-23-6117 0244-23-3611 info@iskw-kk.co.jp

株式会社⼩野中村 相⾺市⼩泉字⾼池88-1 0244-26-7821 0244-26-7822 info@on-cc.jp

草野建設株式会社 相⾺市程⽥字形部⽥26 0244-36-1666 0244-36-4063 info@kusano-c.co.jp

庄司建設⼯業株式会社 南相⾺市原町区⻘葉町1-1 0244-22-1111 0244-23-4391 eigyo_public@shojicon.co.jp

関場建設株式会社 南相⾺市原町区錦町1-1 0244-25-2525 0244-25-2500 sx1@sekiba.co.jp

東北建設株式会社 南相⾺市原町区東町3-41 0244-24-2111 0244-24-4890 mizugai@touhoku-k.jp

株式会社泉⽥組 南相⾺市原町区⼤⽊⼾字北⻄原48-1 0244-26-8856 0244-26-8857 hiroaki@izumida.co.jp

株式会社泉⽥組 双葉郡浪江町⼤字権現堂字上蔵役⽬17-1 0240-34-5551 0240-34-5554 hiroaki@izumida.co.jp

桂建設株式会社 双葉郡富岡町⼤字上⼿岡字下千⾥220 0240-22-2815 0240-23-5817 katura1@cronos.ocn.ne.jp

⽥中建設株式会社 双葉郡双葉町⼤字⻑塚字町48 0240-33-3111 0240-33-3115 amitsuyoshi@c-tanaka.co.jp

東北⼯業建設株式会社 双葉郡浪江町⼤字藤橋字原59-1 0240-34-3127 0240-34-6692 ozaki@tohokukogyo-k.co.jp

東北⼟⽊株式会社 双葉郡浪江町⼤字川添字中上ノ原120-1 0240-34-2711 0240-34-2733 takahito_s-t-doboku@bz04.plala.or.jp

有限会社松本⽯材建設 双葉郡葛尾村⼤字落合字⻄ノ内1-4 0240-29-2303 0240-23-5664 daihyou@matsu-seki.co.jp

横⼭建設株式会社 双葉郡浪江町⼤字幾世橋字辻前12番地2 0240-34-5101 0240-34-3047 suzuki@yoko-ken.co.jp

有限会社 ⽟川建築⼯業所 南相⾺市⼩⾼区⼩⾕字⿓ヶ迫10 0244-26-8364 0244-26-8365 tama98@lares.dti.ne.jp 建築⼯事⼀式
有限会社 佐藤建業 南相⾺市原町区北新⽥字広⽥170 0244-22-7619 0244-22-7768 sato-kengyo@eco.ocn.ne.jp 建設業
有限会社 川崎⼯務店 南相⾺市原町区上渋佐字原⽥66-5 0244-23-1851 0244-23-1854 k-kawasa@amber.plala.or.jp 建築業
株式会社 原町サイン 南相⾺市原町区北原字巣掛場56-1 0244-23-5727 0244-24-4835 harasign@hm-sign.com 看板⼯
⼭企⼯業株式会社 南相⾺市原町区国⾒町2丁⽬15番地の１ 0244-26-0008 0244-26-0888 yamaki-k@juno.ocn.ne.jp 建築板⾦
中島畳内装有限会社 南相⾺市原町区栄町３－４４ 0244-23-3410 0244-24-1297 nakajimatatami@joy.ocn.ne.jp 内装業
有限会社 ⼭⽥建業 南相⾺市⼩⾼区上根沢字迎平１６番地 0244-26-7474 0244-26-7488 建築⼯事業
根本建築 双葉郡広野町上北迫字上⽥郷26-194 0240-27-2741 0240-27-2741 建築⼤⼯

相双
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伊藤建業 株式会社 南相⾺市⼩⾼区⽿⾕字桃内18-3 0244-26-4902 0244-26-4903 itou.tomohiko@cocoa.plala.or.jp

鈴⽊⼯務店 双葉町北⽥字仏坊45-1 0240-25-8456 0240-25-8384 shuji-sat@outlook.jp

⼭⽥建築 相⾺市⽇下⽯字明神前161 024-435-4720 024-435-4720 rsg56512@nifty.com

株式会社加地和組 いわき市平字⼩太郎町4-11 0246-23-8264 0246-23-8289 hiroshi-aoki@kajiwa.co.jp

クレハ錦建設株式会社 いわき市錦町綾ノ町16 0246-64-8191 0246-64-8182 igari@kurehanishiki.co.jp

株式会社作⼭⼯務所 いわき市⼩名浜諏訪町22-19 0246-53-2019 0246-53-2020 sakuyama@rose.ocn.ne.jp

東洋建設株式会社 いわき市⼩名浜⾦成字砂⽥6-1 0246-76-1233 0246-76-0774 takuya_ono@toyokensetsu-iwaki.com

林興業株式会社 いわき市植⽥町根⼩屋65-1 0246-63-6200 0246-63-6212 hayasik1@cocoa.ocn.ne.jp

福浜⼤⼀建設株式会社 いわき市⼩名浜字中原16-1 0246-54-8111 0246-54-8118 m.takahashi@fd-const.com

堀江⼯業株式会社 いわき市平字尼⼦町60-1 0246-23-2311 0246-25-2550 kn-k.a@horiekk.co.jp

株式会社渡辺組 いわき市常磐関船町⼀丁⽬7-14 0246-43-2981 0246-43-2985 hiromasa-s@wacon21.co.jp

桂建設株式会社 いわき市四倉町字⻄四丁⽬2-4 0246-66-1055 0246-32-5353 katura1@cronos.ocn.ne.jp

⽥中建設株式会社 いわき市平字堂ノ前9 堂ノ前ビル 0246-25-1005 0246-25-1006 amitsuyoshi@c-tanaka.co.jp

丸久建築 いわき市若葉台⼆丁⽬25-12 0246-28-2010 0246-28-2010 建築⼤⼯
草野かわらや いわき市植⽥町横町107-9（202） 0246-63-1033 0246-63-1033 ⽡業
遠藤板⾦店 いわき市⼤久町⼤久字北⽥41 0246-82-3961 0246-82-3961 abc.gazbak@idoud.com 建築板⾦
吉⽥タイル⼯業 いわき市好間町下好間字渋井127-1 0246-36-5709 0246-36-3274 タイル⼯
ヨシダ⼯務店 いわき市泉もえぎ台三丁⽬22-4 0246-56-1902 0246-56-1902 建築⼤⼯
⼩林建築⼯房 いわき市⼩名浜野⽥字⽥中140-1 0246-58-4282 0246-58-4283 建設業
TAテクノ いわき市泉ケ丘三丁⽬19-8 090-2994-1485 0246-56-1246 t.a.tekuno@gmail.com 電⼯
マツモト建築 いわき市⼩川町柴原字宮沢74-77 0246-83-2410 0246-83-2410 建築⼤⼯
根本⼯務店 いわき市遠野町根岸字⽩幡35-1 0246-89-2338 0246-89-2266 建築⼤⼯
AKIホーム いわき市錦町⽵ノ花18 0246-63-1466 0246-63-1466 建築⼤⼯
藤電総 いわき市植⽥町南町2-1-10 0246-63-9245 0246-63-9245 電気⼯事
熊⾕住建 いわき市好間町北好間字上野87-3 0246-36-3158 0246-36-3158 建築⼤⼯
フルヤ建築 いわき市平中平窪2丁⽬2-5 0246-24-0300 0246-24-0392 建築⼤⼯
Mエンジニアプラン いわき市内郷御厩町1-128 090-5353-2043 0246-26-2043 sp7p2789@ray.ocn.ne.jp 給排⽔・空調設備
須藤住建 いわき市⼩名浜岡⼩名字原⽊⽥19-3 0246ｰ53-4364 0246-53-4364 建築⼤⼯
有限会社 昭栄⽊材 いわき市泉⽟露4-1-15 0246-56-0051 0246-56-1662 k-naga@leaf.ocn.ne.jp 建築業
⼤建築 いわき市中岡町五丁⽬7-33 0246-63-9760 0246-63-9760 建築⼤⼯
ライトプランニング いわき市内郷宮町⾦坂225-4 0246-27-3070 0246-27-3070 建築設計・施⼯
⼤平畳店 いわき市常磐下湯⻑⾕町勝善12 0246-42-2964 0246-88-6154 tatami-kobo-ohhira@docomo.ne.jp 畳製造業
塩⽥建築 いわき市⼩名浜南富岡字⼩野作15-6 0246-54-7100 0246-54-7100 建築⼤⼯
雅建鳶⼯業 いわき市後⽥町源道平34 0246-38-3725 0246-38-3725 鳶⼯⾜場⼯事

いわき
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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 0246-39-3289 fuhishin@carrot.ocn.ne.jp ⼀般建築
作⼭建具店 いわき市永崎字川畑155-2 0246-55-8536 0246-55-8536 ⽊製建具業
鈴⽊⼯務所 いわき市遠野町上遠野字太⽥34-2 0246-89-2371 0246-89-2371 建築⼤⼯
有限会社 千葉建築考庵 いわき市⽯森⼀丁⽬25-6 0246-22-6852 0246-23-1540 chibak39@gmail.com 建設業
スペース⼯房AK いわき市常磐⻑孫町星⾕19 090-3759-6195 0246-44-2994 建築⼤⼯
安島⼯務店 いわき市⼭⽥町林崎140 080-1829-0773 0246-63-6832 建築⼤⼯
ハウスドクター栄⼯務店 いわき市遠野町深⼭⽥折部前78-10 0246-89-4578 0246-89-4578 sacae100@docomo.ne.jp 建築⼤⼯
宮⽥板⾦店 いわき市錦町⿃居⻄19-4 0246-62-5317 0246-62-5317 板⾦⼯
吉⽥建築 いわき市⼩川町上平字六反⽥15-2 080-6037-6051 0246-48-4251 yoshida.kd31415@ezweb.ne.jp 建築⼤⼯
インテリアネモト いわき市中央台飯野1-40-2 0246-28-3133 0246-28-3133 内装業
⼭野辺興業 いわき市⼩名浜下神⽩字千速10-5 090-1938-3435 0246-88-9272 鳶⼯
⼩平建築 いわき市⼩名浜字⼤道北162-6 0246-53-6155 0246-53-6155 建築⼤⼯
⻑⾕川⽡⼯業 いわき市四倉町字東1丁⽬68-13 0246-32-2134 0246-32-8810 taka130720@yahoo.co.jp 屋根葺
佐藤建築 いわき市⼤久町⼤久字中の内66-9 090-8250-3244 0246-82-3244 建築⼤⼯
⼤平建築 いわき市平豊間字:原町98 090-8788-3266 建築業
株式会社 髙浜組 いわき市⼩名浜⼤原字原⽊⽥前198-9 0246-84-5290 0246-84-5290 鳶⼟⽊
⼤本⼯務店 いわき市勿来町⼤⾼中郡4-2 0246-65-5370 0246-65-5370 建築⼤⼯
⽯井塗装店 いわき市⼭⽥町砂⽅18-1 0246-63-7436 0246-63-7436 塗装業
優⽻奈組 いわき市⼩名浜下神⽩字狩亦63-8 0246-52-2024 0246-52-2024 yuunagumi@yahoo.co.jp 屋根⼯事
有限会社 初瀬製材所 いわき市⼩名浜南君ヶ塚町5-4 0246-53-4956 0246-54-9258 seizai@cello.ocn.ne.jp 建築業
佐藤建築 いわき市平⼭崎字⾺場30-3 0246-34-8588 0246-34-8588 thepontarou@ezweb.ne.jp 建築⼤⼯
株式会社 ⽮之⽬設備⼯業 いわき市永崎字地切173-1 0246-38-5566 0246-38-5557 管⼯事業
株式会社 福神 いわき市⼩名浜花畑町21-1 0246-88-6980 0246-88-6981 fukushin@xb3.so-net.ne.jp 屋根⼯事
株式会社 ヒロ・⼯房 いわき市常磐⾺⽟町数⾺23 0246-51-7897 0246-51-8860 h-koubou-0503@ab.auone-net.jp 建築⼤⼯
カネトシガラス いわき市好間町上好間字上野原59-1 0246-36-5128 0246-36-5987 サッシ⼯
遠藤⼯務 いわき市平⾺⽬字中道112 0246-34-0818 0246-34-6393 yoshikun.n.0614@ezweb.ne.jp ⼀般建築
株式会社 崎村⼯業 いわき市⼩名浜古湊117 0246-53-3993 0246-53-3131 sakimura-kougyou@orchid.plala.or.jp ⼀般建設業
いわき誠⼯務店 いわき市遠野町滝字新川原33-2 0246-89-3384 0246-89-3384 kamitakishoboo@ezweb.ne.jp 建築⼤⼯
五⼗嵐⼯務店 いわき市中岡町6丁⽬11-4 0246-63-0553 0246-63-0553 建築⼤⼯
ヤスヒロ⼯務店 いわき市久之浜町⽥之網字横内39 0246-82-2263 0246-82-2263 ⽊造建築⼀式
ワタベ⽊⼯所 いわき市⼩名浜⼤原字芳原３８－３１ 0246-53-2548 0246-53-2548 建具
勝雄建築 いわき市好間町上好間字上野原369-1 0246-36-3894 0246-38-4585 ⼀般建設業
共⼒株式会社 いわき市⼩名浜字芳浜11-68 0246-92-3555 0246-92-3558 kubota@kyoriki.com

有限会社江尻建築 いわき市平南⽩⼟2丁⽬8-6 0246-21-5003 0246-22-8233 eziken2@minos.ocn.ne.jp

株式会社後⽥⼯務所 いわき市⼩名浜花畑48-13 0246-92-4852 0246-92-4811 h.ushiroda@royal.ocn.ne.jp
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株式会社すまいまもり いわき市⿅島町久保字反町20-2 0246-58-8100 0246-58-0113 sumai.m@eco-vnet.com

株式会社エコ・ビレッジ いわき市中央台飯野4丁⽬2-4 0246-28-0111 0246-28-0116 satou@eco-vnet.com

株式会社ダイテック いわき市⼩川町下⼩川字広畑167 0246-83-2525 0246-83-1978 suzuki-ken@daitec-wood.co.jp

有限会社四家建築 いわき市⿅島町久保三丁⽬11-4 0246-58-7924 0246-58-7776 rieko-s@khaki.plala.or.jp

有限会社初瀬製材所 いわき市⼩名浜南君ケ塚町5-4 0246-53-4956 0246-54-9258 seizai@cello.ocn.ne.jp

株式会社 あすかクリーン いわき市南台四丁⽬3-16 0246-84-9766 0246-84-9767 asuka-clean@intio.or.jp

⾼⽊建築 いわき市⼭⽥町滝川19-2 0246-63-1077 0246-63-1852 takagi.mituru@lime.plala.or.jp

有限会社⼭⼝⼯務店 いわき市常磐湯本町⼭ノ神37 0246-43-3880 0246-43-3948
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