
創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H17.1.27

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 22 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 1,000 千円 [HP]

従業員数： 15 人 タイプ：

TEL

H17.10.11

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 14 人 タイプ：

TEL

H17.8.10

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 52 人 タイプ：

TEL

H19.1.24

※圏域別、市(区)町村別、50音順に掲載しています。１　建設及び設計を行う取扱店等

http://www.satohkoumuten.co.jp/

性能保証型

名称・代表者・所在地・連絡先 / 会社概要 / みやぎ版住宅のタイプ / みやぎ版住宅の特徴とＰＲ

－S49.4.15

情報更新日:

(株)佐藤工務店

(株)シマヌキ建工

島貫　勇吉

S42.2.1

0224-25-1888

性能保証型

0224-32-2301

0224-58-1100

0224-26-2638

サンウッドハウジング(株)

明治４１年創業以来、一貫して森林造りを行ってきました。約５００haの山林で育て上げた木材をふんだ
んに使い、木が持っている機能を最大限に生かした住宅を提供し続けています。自然との共生が当社
の基本理念です。木をどんどん使って、その分山に手を入れていくことが森林を守ることにつながると
考えています。住宅で使う大黒柱をお客様自ら切り出し、同時に｛山を知ってもらう｝という伐採ツアーも
企画しています。

情報更新日:

H1.11.28

M41.4.1

情報更新日:

大沼　迪義

柴田町船岡中央1-9-12

情報更新日:

白石市字本町 65

H11.7.1

白石市字寺屋敷前 20

鈴木　健次郎

白石市字大畑一番 66

(株)サカモト

刈田郡蔵王町宮字松ヶ丘
108

佐藤　高宏

大河原町字新東 15-4

0224-53-2403

情報更新日:

(有)アート工業

仙南圏域

後藤　正太郎

(有)後藤不動産

http://www9.ocn.ne.jp/~sunwood/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

当社は３０年間、为に仙南地域で住宅建築、宅地造成を行ってきました。木の家は地震に強く、長持ち
するという思いで、軸組パネル工法（在来筋カイとパネルの組合せ）を提案しております。さらに、高気
密・高断熱では、外断熱工法でムクの木を使い、木の香る家造りを行なっております。0224-25-3842

情報更新日:

S21.4.1

当社は、白石市で長く製材業を営業し、地元は勿論の事、遠く関東地方にまで販売しておりました。の
で材木の事なら、木の良さ、欠点を誰よりも知ってる積もりです。この事を生かして、住まいづくりに励ん
でおります。製材、木材業、として６５年。建築業を始めて３０年、地元から愛される店として、尐しでも、
お役に立てばと頑張っております。健康住宅のサンウッドハウジングです。どうぞ、よろしく。

http://www.web-sakamoto.co.jp/

性能保証型

http://www2.ocn.ne.jp/~simanuki/

性能保証型

木造住宅一筋に60年。建築のプロ集団が造る木の家。豊富な商品の中から世界に１つだけの自分の
家をつくりませんか？　①木楽な家シリーズ（杉物語り、檜物語り）　②ナイスシリーズ　③楽邸シリーズ
の中からお選び下さい。　オール電化+ソーラー発電仕様の④楽邸オール電化住宅も新発売です。

当社は、地域に密着し、人付き合いを何よりも大切にしております。お客様にとって一番幸せな家づくり
とはどんなものか、とことん話し合い、結論を導き出します。誠心誠意、お客様とお客様の家族のことを
考えた家づくりをいたします。家族を守ってくれる家を地、元に住む人間味あふれる職人が「自然の温
もり」のある木を使って、一生懸命作らせていただきます。

現在の多忙な生活環境の中に「ほっ」とするような、なごみのある空間を提案します。当社は２人の女性
建築スタッフがお客様の家族構成やライフスタイルに合わせたマイホームを女性ならではの観点で設
計・監理からアフターまでトータルサポート。高気密・高断熱住宅はもちろんのこと、高耐震・制震住宅、
自然を活かした木の住まいを熟練した当社職人が真心込めて施工致します。

当社は創業97年。日本の風土が育んで来た伝統的な住文化、木造在来工法注文住宅を中心に、宅
地建物取引業、土木工事業、上下水道施設工事業等住生活に関する商品とサービスを提供し、より多
くのお客様の良い暮らしのお手伝いを行います。「みやぎ版住宅」は価格透明度については等級２、そ
の他は最高の等級３を取得し、お客様の夢を実現致します。

(株)武藤工務店
S21.4.15 http://www.mk-mutoh.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

武藤　茂

http://artkougyou.ftw.jp/

性能保証型

高橋　盛次

柴田町西船迫 3-1-33

0224-57-1514

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 30 人 タイプ：

TEL

H16.10.13

創　　　業： 資本金： 22,000 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 60,000 千円 [HP]

従業員数： 64 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H16.8.17

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 15 人 タイプ：

TEL

H16.8.24

創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.7.9

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H18.8.23

仙台圏域

情報更新日:

濱田　壽雄

宮城県材を使った都市型のデザイン住宅を提案。おしゃれで木質感のある空間は暮らしに彩りを添え
ます。

仙台市青葉区中山吉成1-
1-44

022-303-3141

性能保証型
(有)斎藤建築工房

H15.9.1 http://www.designhome.co.jp/

性能保証型
㈱デザインホーム

「あったらいいな」を形に出来る住まいです。　サービススペース（小屋裏等）や収納スペース(見せる収
納等）など、通常の間取りにプラスしたアイディアを提供し、コンピューターによるパース画像で我が家
のイメージを十分納得いくまで創りあげる事が出来ます。

http://www.fp-group.gr.jp/uk/

斎藤　善昭

地域貢献型建設業者として、住宅建設を通し、地域及び地場産業に対し貢献を考え、安全で安心な
良質の施工を第一と考え、仕事をいたしております。

仙台市青葉区大手町 9-
10

022-221-5386

情報更新日:

浦山建設(株)

H12.9.1 －

浦山　孟吉

住宅建築に求められるのは、強度と、これからは「性能」がさらに重視される時代となるでしょう。弊社
は、性能表示・保証に加え、高気密・高断熱・オール電化のＦＰ工法を採用しております。また、バリア
フリーはもちろんの事、どの年代の方でも、安らげる家造りをしております。大工・土木の職人は弊社社
員です。お客様一人一人の御希望をかなえる“小回りのきく”会社です。

仙台市青葉区川平 2-28-
30

022-278-2612

情報更新日:

仙台市青葉区中山吉成
1-9-6

022-719-1593

情報更新日:

022-223-8115

大槻　秀樹

0224-84-2026

情報更新日:

内海　永喜

阿部建設(株)

H1.12.1 http://www.mni.ne.jp/~t48633/

仙台市青葉区中江 2-23-
20

(有)内海工務店

当社は、県内・地元に密着した建設会社として、伝統技術と最新技術を駆使して、地震に強い木造建
築を幅広く提供しております。お客様と一緒に考えた家づくりを提案し、施工からアフターフォローまで
長いおつき合いをさせていただいております。

情報更新日:

川崎町大字前川字中原 4

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

T10.4.1 http://www.abekensetsu.co.jp/

性能保証型

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

S60.4.1

柴田土建(株)
S26.8.8 －

性能保証型

佐山　一郎

地元、川崎産　杉・ひば・松・栗等のムク材を、地元製材会社と提携し、地場産材をふんだんに活用し
た「木の香りのする体に優しい健康住宅と、地震に対し堅固な軸組構造」の建物作りを目指しておりま
す。又、「みやぎ版住宅」確認書交付第１号住宅の施工実績を始めとし、これより益々お客様のニーズ
にお忚え出来る様、常に建物に対する向上心を持って取組んでおります。

(株)伊藤工務店
H5.5.1 http://www.itoukoumuten.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

伊藤　和男

株式会社　伊藤工務店の家づくり－－－私たちの目指す「良い家」とは、立派な家でも、豪華な家でも
ありません。小さくても、狭くても使い勝手がよく、何よりもそこに住む人、家族が安心して暮らせる家。
そして、家族ひとり一人が幸せに暮らせる団らんのある家。それが私たちの目指す良い家です。　（地
場産木材仕様あぶくま建築賞・丸森町長賞受賞３回）

丸森町大張川張字腰当
14-2

0224-75-2117

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 10 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 12,500 千円 [HP]

従業員数： 10 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 36 人 タイプ：

TEL

H16.8.19

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

創　　　業： 資本金： 128,000 千円 [HP]

従業員数： 68 人 タイプ：

TEL

H16.7.8

創　　　業： 資本金： 1,300 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H17.3.3

◎瀬戸瓦／本レンガタイル｛全外壁｝／左官塗装｛全内壁｝＊長もち＊資産価値大◎ベタ基礎／銀我
パネル／ステンレスビス釘・金物←錆びる鉄なし＊ながもちで頑丈◎ドア／床／換気ダクト／内装←簡
単交換＊安くリフォーム＊住み継がれ流通する家◎危険な角のない部屋＊安全第一＊子供・年配者
◎健康空気環境／水環境／夏涼しく・冬暖か＊「健康住宅の現物」をご家族一緒に確かめ＊宿泊体
験→→→「長もちし、住み継がれ、流通していく住宅」です。

仙台市宮城野区福室字明
神西 59-1

022-258-4110

情報更新日:

スモリ工業(株)
S50.11.5 http://www.sumori-group.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

村松　敏滉 １４年前から新在来工法の研究会に加盟し研修を重ね、高気密・高断熱住宅を建築、業界に先駆けて
在来工法でありながらツーバイ工法との組み合わせを行い、当時としては耐震性が公庫基準を上回り
親子二世代長持ち住宅と評価が高かった。そのノウハウを生かし、リフォームでの高断熱住宅改造に
生かしている。住宅性能は旧建設省が推進していた「新世代ハウス」に適合する高性能住宅を手がけ
平成１７年１月より全国ネットの共同仕入れ機構に加盟し、産業経済省が推進するローコスト住宅に取り
組み、リーズナブルな価格に挑戦している。

仙台市宮城野区岩切字昭
和西 165-1

022-255-0241

情報更新日:

(株)ハウスドクター
S63.9.3 http://www.morinosumai.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

高橋　豊

快適住空間をより快適に・・・・・・　快適生活本質を土台からしっかりとデザインした住まいです。在来工
法ならではの伝統を確かに受継ぎ、木のもつ優しさ、ぬむもりを大切に考えた木造注文住宅。こだわり
の３６ハウス　タカトヨホームならではの合理的な設計・施工システムでよりお手頃な価格で、またより
いっそう、あなたの住空間を豊かで快適にとの願いでお届けいたします。

仙台市宮城野区岩切字今
市 86-1

022-255-0404

情報更新日:

(有)高豊建設
S51.5.1 －

性能保証型

遠藤　一茂

住宅造り35年。住む人の為に綿密に打合せをし、誠心誠意家造りをして来ました。今度も同様に時代
に合った家造りを目指し、工夫・勉強に努力して参ります。

仙台市宮城野区東仙台
2-14-1

022-256-0267

情報更新日:

須森　明

(株)遠藤工務店
S43.8.12 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

轟木　実嘉
長年のリフォーム工事で培った経験を生かし、「みやぎ版住宅」では、家族が安心して快適に長く住め
る家をコンセプトに御提案させて頂きます。①構造材は耐震性・耐久性に優れた県内産杉の燻煙乾燥
木材を使用。②天然ガスコージュネレーションシステムにより、マイホーム発電、ガス温水床暖房、温水
ルームヒーターなど、省エネと健康を考えたシステムの採用。③子育世代そしてペット対忚の提案住
宅。

仙台市宮城野区新田 3-
1-11

0120-12-6635

情報更新日:

安信工業(株)
H6.5.24 http://d.ienakama.com/anshin/#dinfo

性能保証型

遠藤博幸
宮城県下で１００年以上交流のある山林所有者で組織する組合です。県産木材及び特殊熱処理木材
（宮城県特許：エステックウッド）で作られる優良県産住宅の普及促進を図っています。そのために、設
計から施工まで一貫してお客様が納得のいく体制をとりながら、安心して長持ちする家づくりを実践し
ています。　※エステックウッドとは、薬品や科学物質を一切使用せずに熱処置した木材で、軽量で耐
久・耐水に優れています。

仙台市青葉区上杉 3-3-
16 SAビル5F

022-217-0751

情報更新日:

宮城森林産業共同組合
H11.6.11 http://www.mobe.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

支倉　範夫

宮城県産の材料を使用することで、宮城県の気候に合った住宅で、しかも地元の職人達が丹精を尽し
て造った住宅を提供したいと思っています。

仙台市青葉区中山台 1-
11-7

022-278-5248

情報更新日:

(株)支倉建築企画
S62.12.1 http://www7.ocn.ne.jp/~hasekura/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型
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創　　　業： 資本金： 12,000 千円 [HP]

従業員数： 11 人 タイプ：

TEL

H16.7.6

創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 111,000 千円 [HP]

従業員数： 0 人 タイプ：

TEL

H20.6.12

創　　　業： 資本金： 50,000 千円 [HP]

従業員数： 34 人 タイプ：

TEL

H16.7.12

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 23 人 タイプ：

TEL

H16.7.30

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 23 人 タイプ：

TEL

H16.9.2

創　　　業： 資本金： 100,000 千円 [HP]

従業員数： 41 人 タイプ：

TEL

H27.6.5

齋藤　元

子供の成長や家族のライフスタイルに合わせ住み手が自分らしくアレンジできる『木造ドミノ住宅』
太陽熱や自然の力を利用し環境にもやさしく過ごしやすい環境をつくる『パッシブデザイン』
国産材の柱や梁など温もりある無垢材を使い，長く愛着を持って暮して行く『自然素材』
木の香りや肌ざわり太陽の温かみの心地よさを感じられる住まいです。

仙台市若林区卸町2-6-11

0120-310-275

情報更新日:

はぐくみの木の家　サイト
工業株式会社

S42.5.1 http://www.hagu-kumi.com/

性能表示・保証型

丹野　秀明

創業半世紀を越え、数多くの住宅を建てて参りました。自然素材での家造りをモットーに「博士の家」と
いうモデルハウスを若林区保春院にＯＰＥＮ。数多くの来場を頂いております。今回の「みやぎの住宅
産業振興支援事業」を受け、みやぎ版住宅特性の等級３を標準に、木とふれられる家造りを提供致しま
す。

仙台市若林区保春院前丁
6-10

022-286-8335

情報更新日:

(株)丹秀工務店
S21.7.1 http://www.tanshu.co.jp/

性能保証型

萩原　武
当社は、３０数年住宅工事にたずさわって参りました。その間には大手メーカーの協業会社の一員とし
てたずさわり、木造住宅、プレファブ住宅の長所・短所を体験しております。それらを活かして、当社独
自の高気密・高性能住宅を手掛け、お客様に喜んで安心して住んで頂いております。今後、さらに飛
躍するために、県で企画致しました「みやぎの住宅産業振興支援事業」に参加し、県産材を活用した
木のぬくもりのある、やすらぎの家作りに邁進致します。

仙台市若林区沖野 3-2-7

022-286-4125

情報更新日:

(株)武海建設
S43.1.6 http://takemi.ftw.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

佐藤　元一

人と地球にやさしい家、一年を通して健康快適で安心して過ごせる家、地震に強くて長持ちする家を
木造ハイブリッド工法でご提案しています。快適生活環境創造企業として、“建てて良かった、住んで
良かった住まいづくり・街づくり”を通して来るべき超高齢社会の明るく豊かな街づくりのお役に立ちた
いと思っています。

仙台市若林区遠見塚 2-
27-9

022-286-2652

情報更新日:

(株)佐元工務店
S30.7.1 http://www.samoto.co.jp/

性能保証型

三上　瑞穂
当社の住まい造りは「住まいと健康」「子供の成長と住まい」「高齢者に安全な住まい」の３つを柱として
展開しております。私たちは青森ひばを通し、木の文化、津軽の文化、そして仙台の文化を住まい造り
に反映させ、宮城の地域に「エコミュージアム」を実現したいと思います。近年、シックハウス・アトピーな
どが注目され、住宅環境の見直しが始まっています。抗菌作用・ストレス緩和作用がある【青森ひばの
「積層材」】を検討されては如何でしょうか。

仙台市宮城野区新田 1-
12-24

022-231-5709

情報更新日:

S54.6.7

(有)みずほ工務店
S61.1.24 http://ycaweb.com/mizuho/

性能保証型

柿沼　博久
６つのキーワード（安心・安全・快適・経済性・リサイクル・環境）をコンセプトに持ち、地元の気候風土に
合ったみやぎ県産材の杉無垢２００角を多用した重厚感あふれる上質な住まいです。木の持つ美しさと
強さを最大限に引き出す事ができる“燻煙乾燥処理”を施すことにより、耐久性・防虫・防腐等の効果に
優れ、さらに自然素材との組み合わせで健康住宅を実現いたしました。経年美が味わい深い次世代へ
受け継がれて行く長寿命の住まいです。

仙台市宮城野区苦竹 2-
7-5

022-238-1381

情報更新日:

(株)森のめぐみ工房
S59.4.27 http://www.kunenkansou.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

ミサワホームイング東北
http://tohoku.misawa-homeing.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

伊藤良夫
宮城の風土が育んだ木材は「みやぎ版住宅」となってさらに力強く生きるものと確信いたします。地元
産材による家づくりは，皆様と一緒に森づくり，エコ環境づくりに貢献してまいります。住宅性能保証制
度による安心，確実な住まいを提供し，さらにミサワホームによって培った住まいづくりのノウハウやテク
ノロジーを「みやぎ版住宅」に生かし，制震装置「MGEO]を搭載してより安全な住まいをご提供いたしま
す。

仙台市宮城野区日の出町
３－７－１３

022-284-8515

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H16.7.7

創　　　業： 資本金： 15,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H16.7.22

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H16.9.14

創　　　業： 資本金： 2,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.7

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H16.7.8

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H18.1.10

創　　　業： 資本金： 45,000 千円 [HP]

従業員数： 22 人 タイプ：

TEL

H18.5.26

S43.2.1 －

性能保証型

佐藤　善通
さぜんの家　木作り工房をテーマに展示場を建築　くりこま杉燻煙乾燥材（無垢材）又はエコ塗料など
安全な材料、自然素材を使用した、アレルギー等に対しての過敏性肺炎対策住宅として体験・見学で
きます。又パッシブ・シミュレーション等で風の通り、温熱環境を十分に配慮し、風土にあった健康で快
適に住む為の　しっかりした性能　長持ちする家　を基本に、お客様に満足頂ける安心安全な住まいを
提供いたします。

仙台市太白区郡山字穴田
東 17-2

022-249-1551

情報更新日:

太田　昭夫

当社は本社は山形ですが、仙台営業所を１２年前に開所して以来、宮城県内では特に文化財、古民
家、社寺建築を中心に仕事をしてまいりました。住宅づくりにおいては、伝統建築の良さを活かしなが
ら、現代住宅に求められる強度を構造計算を行って確認します。地元の木材と自然素材を使った木組
の家を、確かな技術で提供いたします。

仙台市太白区長町6-16-7

022-308-4881

情報更新日:

㈱たくみ
仙台営業所

S60.7.23
http://www.takumi-

pro.co.jp/takuminoie/web/index.html

性能保証型

井筒　良子

「未来の子供たちのために」　あなたとあなたのご家族だけの　「オンリーワンの家づくり」　忚援します。

仙台市太白区中田 2-14-
15

022-242-2953

情報更新日:

大和恵商事(株)
S52.4.1 http://www.d-kei.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

小野寺　毅
企画・設計から施工・管理そしてアフターフォローまで常にお客様と共にをモットーに、オンリーワンの
家造りに励んでおります。ですから外観、室内他、一棟一棟表情がちがいます。「みやぎ版住宅」は、
地域産材の活用はもちろんの事、宮城の気候、風土（寒暖、湿度等）に適したエアサイクル工法にこだ
わり、家の強度、住まいの快適性を追求し、さらにはオール電化システムの導入により、お客様の満
足、歓びを励みとして、職人、スタッフ一体となって取り組んでおります。

仙台市太白区西中田 3-
16-12

022-241-9662

情報更新日:

(株)センケンホーム
H1.4.1 http://www.senkenhome.jp/

性能保証型

菅原　吉男

家をつくるということは、お客様の生活の基礎を作るということです。安心して暮らせる、子供達をのびの
び育てる棲家をつくるのですから、私たちの使命は重大です。「お客様が心から喜んでくれる家をつく
ろう。しかも安くてカッコいい家を！」これが私たちとパートナー達との合言葉です。高品質・低価格住
宅を皆様の家づくりの基準としていただければ、家づくりはきっと成功するでしょう。

仙台市太白区郡山 4-15-
24

022-246-0666

情報更新日:

(株)菅原吉男工務店
S50.2.17 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

齋藤　照雄

木造住宅本来の特性である調湿性・通気性を最大限に取り入れ、夏に涼しく冬暖かな家、呼吸する家
として、外断熱二重通気工法を行っております。四季のある日本の気候にもっとも適合する材料である
木の性質を十分に考慮した工法でもあります。県産材を取り入れ地域風土に合った材質選びをも考
え、空気温熱環境を重視した家造りを行なっております。

仙台市太白区郡山字穴田
東 15-1

022-249-7515

情報更新日:

(株)サンホーム
H2.6.12 －

性能保証型

坂下　和正

当社では、住まう人が一番よろこんでもらえる家造りをつねに目指しております。木造住宅を中心に、和
風、洋風にこだわらず地元密着の工務店として柱や梁は国産のスギやマツなど適材適所に使用して木
材の性能を生かした家造りをしております。生活スタイルは様々なように、家もお客様に合ったものが最
適だと思います。そのために、お客様と十分に打合せして納得いく安心住宅を提供しております。

仙台市若林区荒井字鱗谷
地 40-13

022-287-2188

情報更新日:

(株)佐善工務店

和建設(株)
S51.3.12 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型
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創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H24.9.25

創　　　業： 資本金： 30,000 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H16.7.13

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 12 人 タイプ：

TEL

H17.7.4

創　　　業： 資本金： 25,000 千円 [HP]

従業員数： 25 人 タイプ：

TEL

H16.7.7

創　　　業： 資本金： 40,000 千円 [HP]

従業員数： 13 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 16 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 1,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

曽根　輝雄
人・建物・地球の長寿健康をコンセプトにエコロジーに配慮した住まいづくりを致します。高気密・高断
熱工法、微粉炭添加コンクリート打設工法、ＲＤ遠赤杭酸化工法を標準施工としています。省エネで暖
かく又シックハウス症候群などを防げるだけでなく、室内の空気がマイナスイオン優位環境を保つ為、
健康を増進する住宅が実現できる。引渡し時に、室内空気環境測定、気密測定、換気風量測定を実
施していますので安心です。

仙台市泉区鶴が丘 1-2-7

022-373-5571

情報更新日:

(株)カネソ曽根建業
S53.1.1 http://www.soneken.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

片倉　助

平成１２年の『住宅性能表示』制度以降、設計性能表示５棟、建設性能表示２棟の実績あり。また、宮
城県住宅供給公社の建物１４１棟の実績があります。テレビ朝日系人気番組“劇的ビフォーアフター”
宮城県登米町『Ｍ邸』の施工を担当。

仙台市泉区将監 1-13-5

022-373-6855

情報更新日:

(株)片倉工務店
S62.12.12 http://www.liberalhome.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

佐藤　浩

「誠実」・「確実」・「努力」を社訓に会社設立３０年（年間工事比率　公共建築工事５０％・民間建築工事
５０％）　最良品質を第一に地元密着型の建設会社です。（ＩＳＯ９００１認証登録）　まず、顧客満足重
点に「住みやすく、丈夫で長持ち、価格も手頃」をモットーに、当社では「お客様のニーズ」を形に確か
な家づくりを心がけております。「みやぎ版住宅」では、地元工務店活用　等級３　です。

仙台市泉区上谷刈字赤坂
9-2

022-372-5111

情報更新日:

赤坂建設(株)
S49.9.6 －

性能保証型

今村　正人

伝統工法「折置組」の空間に身を置くと、時がゆっくりと流れ、心穏やかな気分になります。そしてひと
つ深呼吸をして、１０年、２０年先のこの家を考えます。家中よく磨きこまれていて柱や板は渋い光を放
つ家のことを。そして１００年先も・・・。新築を考えている皆様に、ぜひ本物の家「伝統工法　折置組」の
良さを感じて頂きたいと思っております。スタッフ一同お待ち申し上げています。

仙台市泉区住吉台西 1-
4-1

022-376-3530

情報更新日:

(株)アイティビルド
H8.6.28 http://kinoie-it.jp/

性能保証型

増子　敬之

私達の提案する住まい「ＨＡＫＫＯ　ＨＯＭＥ」は、古くから日本人に親しまれてきた木造建築の優れた
点と次世代のニーズをクリアする新しい住まいの形です。木の持つ優しさ温もりを大切にしつつ、住宅
の基本性能である安全性・耐久性・居住性を追及します。お客様との十分な打合せを通じてライフスタ
イルに合わせた最適の住まいづくりを提案いたします。

仙台市太白区八木山本町
1-1-1

022-229-2121

情報更新日:

(株)八興開発
S44.3.26 －

性能保証型

徳田　節男

忙しい毎日の生活のなかで、なにか「ホッ」する空間がほしいと思いませんか？いろいろな表情を持っ
た無垢材で包まれると、そこはまるで幼い頃によく遊んだ雑木林の散歩道のようです。「木の香り、木目
の妙」ついふれたくなります。杉・松・桧・栗・桜・ケヤキなどの県産材でつくる木の家。モォー最高で
す。

仙台市太白区富沢2-1-32

022-245-6165

情報更新日:

(株)徳田工務店
S25.4.1 http://www.tokuta.jp

性能保証型

クリエート万(株)
H4.11.5 http://www.royal-house.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

高橋　万
私達は、お客様の生活スタイル、ご要望を親身になって考える家造りがモットーです。当社が提案する
ロイヤルハウスは、創業以来、日本の高温多湿の風土に最も適した工法を探求し続け、お客様に安心
して選択して頂くために、阪神大震災を再現する実大耐震実験でも驚異的な高性能を実証した高耐
震・高耐久プラス健康で快適な生活を送るための、まさに21世紀住宅です。お客様の「信頼」と生命と
財産を守る「安心」を考え、納得頂ける住宅を提供します。

仙台市泉区泉中央 3-30-
6

022-772-5571

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 12 人 タイプ：

TEL

H22.10.18

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.15

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.6

創　　　業： 資本金： 30,000 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H23.4.21

創　　　業： 資本金： 23,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H16.9.7

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H20.9.2

熊谷　一郎

当社は、木造在来工法による住まい造りを手掛けています。杉，松の無垢材をふんだんに取り入れ，
家族の時を刻む温もりのある住まいをお客様と共に造りあげていきます。

仙台市泉区根白石字上ノ
宿38

022-376-5389

情報更新日:

(有)クマガイ建工
H3.5.15 http://www.kumagai-kennkou.com/pc/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

小野寺　昭文

当社は、地域密着型工務店としてご愛顧いただいております。「お客様の絶対満足」と「これまで培った
職人の技」との調和、そして「構造強度の確保」を合わせ持った「美しい造形美」の住宅を造るためにま
じめに丁寧に、そしてあらゆるニーズに迅速にお忚えします。

仙台市泉区上谷刈字山添
1-1

022-378-2255

情報更新日:

S61.7.24

(有)栗駒建業

高橋　安敏

仙台市泉区松陵4-37-2

022-373-3104

情報更新日:

サン工業(株)

高橋　幸二
地場に根ざした地域工務店として、素材を選ぶ確かな目・職人が培ってきた豊富な経験を活かし、身
体・環境に優しい「自然素材の家」を皆様にご提案致します。また、現代社会における様々な変化に即
した「新しい住まいのかたち」を求め、技術向上はもちろんのこと、環境問題なども含めた安全・安心の
家づくりにも積極的に取り組んでいます。　（宮城県木材協同組合为催「宮城県木造住宅建築コンクー
ル」設計・施工において、最優秀賞２回・特別賞１回・努力賞１回受賞）

仙台市泉区天神沢 1-2-6

0120-04-9720

情報更新日:

渋谷　俊一

(株)タカコウハウス
S46.10.2 http://www.h2.dion.ne.jp/~takakou/

性能保証型

木の家の良さを多くの人に伝えたい・・・　創業以来、無垢材を使った新築、増改築工事を数多く手掛
け、お客様にも木の良さを知っていただき、とても喜んでいただいています。設計から施工まで当社で
しますので、納得されるまで打合せを重ね、最後まで責任を持って、住まいづくりのお手伝いをさせて
いただきたいと思っています。

S56.6.5 http://www.kurikomakengyou.com/

性能保証型

http://www.sunkogyo.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

(株)気仙沼工務店
S47.6.20 http://www16.ocn.ne.jp/~kesennum/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

佐藤　良昭
当社は創業３０余年　日本建築（木造建築）にこだわり　今日迄　仙台を中心に数奇屋建築　茶室建築
住宅建築を数多く手がけて今日に至って居ります　人に優しい家造りをするには木の家でなければと
自負して居ります　人間も本来自然の一部であり　人には木が必要だからなのです　良質な技量を
持って　豊富な提案力　しっかりした設計力　良質な素材と共にご予算と家族構成　御家族の感性　暮
らし方に合った　ご満足のいただける　住まいを提供致します

仙台市泉区鶴が丘 4-2-
15

022-372-1020

情報更新日:

(有)ピュアホーム
H15.7.7 http://www.pure-home.jp/

性能保証型

仙台市泉区松森字鹿島
38-1

宮城県沖地震は必ず来ると言われています。お客様に安心の未来を提供する為、当社が自信を持っ
てお勧めするのは「減震君」。車のジョック等で有名なトキコ㈱の製品です。次にシックハウス対策、そし
て腕のいい職人さん達。小さな、出来たての会社ですが、この世界に入って２６年の社長と共にスタッ
フ一同、「我家を建てる」意気込みで頑張っています。是非一度、Ｈ・Ｐをご覧ください。

仙台市泉区松森字西沢
1-1

022-771-7668

情報更新日:

(株)仙台中央ハウス
H4.11.1 http://www.sendaichuou.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

鶴谷　登

国内・県内資源活用のため、構造材の70％以上に地域産木材を使用しています。さらに、安全性・経
済性を考慮した燻煙乾燥処理を施すことにより、耐久性や防虫・防腐能力を高めています。間取や形
の美しさを大切に考え、住まう方の使い勝手にゆとりや楽しさをプラスしたプランを提案させていただい
ています。良質の材料に機能と仕上がりを追求した“職人の手”による在来軸組工法の“家”です。022-371-7325

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 6,800 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H22.5.21

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 11 人 タイプ：

TEL

H16.6.30

創　　　業： 資本金： 31,000 千円 [HP]

従業員数： 15 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.9.2

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 30,000 千円 [HP]

従業員数： 46 人 タイプ：

TEL

H16.7.6

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.7.26

宗方　正吉

地元密着型の工務店として質の良い住宅を適正な価格で提供できる会社造りをしています。特徴とし
て、設計事務所依りの依頼が全体の80％を占めており、培ったノウハウを自社物件に生かすべく努力
しております。若手の設計者とのタイアップに依る住宅造りを進めており、是非声掛けして下さい。な
お、みやぎ版住宅に於いては木の良さを生かした家造りをし、等級２をクリアしています。

仙台市泉区東黒松27-7

022-355-5175

情報更新日:

共栄ハウジング（株）
H20.6 http://kyouei-home.sakura.ne.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

鈴木　忠久

大工の道４５年のベテランとわずか６年の若手がうまくかみ合った会社です。在来木造軸組工法を軸
に、新築からリフォーム等どんな小さな工事でも一件一件まごころ込めた家作りを心がけております。家
族の状況に合わせて変化できる“在来木造軸組工法のみやぎの家”自信をもってオススメ致します。

多賀城市下馬 3-12-27

022-362-7074

情報更新日:

鈴忠工務店
S54.11.1 http://www.h3.dion.ne.jp/~suzutyu/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

高品質・高性能・適正価格の木造注文住宅販売を通して、「建ててよかった」と本当に喜ばれる地域の
工務店として、お客様の大切な夢の実現にお手伝いさせていただきます。住いは地域で培われた匠の
技でつくられるもの。遠藤工務店は「子育て世代の家づくり専門店」として、強い意志と誇りをもって更
なるローコストの研究に努め、お客様が安心・納得・満足のいく家づくりをします。

名取市手倉田字八幡
459-1

022-382-2276

情報更新日:

(株)遠藤工務店
S43.4.1 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

S30.3.2 http://www.itoh-koumuten.e-const.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

伊藤　勲史

宮城県産杉材、カラ松材（集成材含む）を使用（構造材、造作材）。太陽熱利用（空気集熱式）省エネ
ルギー、井水利用クールチューブ冷房等（暖房、換気、給湯）、環境に対し十分な対策を施した住い作
りをしている。ＯＭソーラー加盟工務店。ＩＳＯ９００１認証事業所。

塩竈市港町 2-15-38

022-364-1720

情報更新日:

(株)伊藤工務店

遠藤　守

高橋　芳春

昭和２３年、高橋材木店として創業以来、約５６年目を向える会社です。県産材の木材に自然塗装を施
した住宅造りと自然家具を推進し、活動しております。

松島町高城字町 138

022-353-2253

情報更新日:

(株)高橋木材家具店　タカ
ハシ建築工房

S46.12.1 http://www.ne.jp/asahi/takahashi/mypage/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

上野　春雄
仙南地域を拠点に、医療・保健・福祉・土木・建築と共に、地場の住宅メーカーとして、創業以来３５０
棟あまりの”家”を、一棟一棟丁寧に建ててまいりました。木造在来工法を为に、南極昭和基地無電棟
で使用されたＥＰＳ断熱材を使用した高気密・高断熱・高耐久工法から、スーパーウォール工法による
高気密・高断熱工法まで、皆様方のライフスタイルにあった自由設計のプランを提案させて頂いており
ます。

岩沼市藤浪 1-5-32

0223-22-1923

情報更新日:

上のハウジング
S39.1.10 http://www.uenogumi.co.jp/

性能保証型

022-365-5385

情報更新日:

(株)我妻工務店
S54.12.27 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

我妻　良見

　
多賀城市笠神 5-1-17
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創　　　業： 資本金： 6,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H23.8.5

創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H25.4.5

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 9 人 タイプ：

TEL

H17.1.20

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 10 人 タイプ：

TEL

H16.7.21

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 16 人 タイプ：

TEL

H17.5.31

創　　　業： 資本金： 40,000 千円 [HP]

従業員数： 20 人 タイプ：

TEL

H16.7.6

創　　　業： 資本金： 50,000 千円 [HP]

従業員数： 60 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

(株)かえで建築工房
H22.3 http://www.kaede-k.co.jp/

性能保証型

髙橋　幸二

「お客様とじっくり話す」・・・・・私たちが家づくりにおいて大切にしていることの一つです。
一人一人違う価値観やご要望をとことんお伺いさせて頂き、心を通わせた本当の注文住宅をご提案致
します。

黒川郡富谷町富谷字熊野
36

022-344-9892

情報更新日:

青木工務店
S27.2.1 http://www.aoki-koumuten.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

青木　久保
森から家まで、地産地消とスローハウスを合言葉に造り手の顔と心が見える安心な家を直属の匠集団
でオリジナルでリーズナブルに造ります。「木の家おおさき」と名付け、大崎材の供給林業家、建築職
人、設計士と連携し（おおさき材利用ネットワーク）、地域の葉枯し材（履歴明示）と匠の技（伝統的な木
組の粘り強い構造）、構造解析を最大限活用し、その土地と住み方に忚じた答を追及し住む人にやさ
しい無添加住宅を産直で心を込めて造ります。

大崎市岩出山上野目字深
山 51

0229-72-1279

情報更新日:

(有)佐七建設
S21.4.1 http://www.sashichi.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

佐々木　実

「地域に根ざす木の家づくり」をモットーに、長く培われてきた日本の家の良さを活かしながらも「高気
密・高断熱住宅（外断熱工法）」やオール電化住宅といった技術を取り入れ、お客様にとって完成した
時だけでなく、住んでからより満足して頂ける住まいづくり取り組んでいます。「住まいづくりはコミュニ
ケーションから」住まいづくりをお考えなら、ぜひ佐七建設に一声おかけ下さい。

大崎市三本木字東浦 9-2

0229-52-3244

情報更新日:

(株)菅原工務店
S48.10.1 http://www.sugawara-koumuten.com/

性能保証型

菅原　三郎
当社は地域に根差した「家づくり」を続けて参りました。お客様の描く理想の住まいを設計力とこだわり
の工法・基礎・構造で私共が万全のサポートを致します。エアサイクル工法は多くの実績と信頼を頂い
ており、オール電化住宅・ソーラー発電・免震住宅に関しましても先駆けて取り組みお客様に喜ばれて
おります。「あなたが为役の家づくり」どうぞお気軽にご相談下さい。住まいの総合展示場でお待ち致し
ております。

大崎市古川旭 1-10-24

0229-23-3670

情報更新日:

(株)仙北建設
S39.3.18 http://www.senpoku.net/

性能保証型

高橋　孝

当社は創業４０余年。木造注文住宅を中心に地域に根ざした経営をしてまいりました。これからも地域
の住宅相談所として、お客様に満足いただける住宅を提供します。

大崎市古川中里 3-9-18

0229-23-7722

情報更新日:

(株)高勝の家
H16.2.1 http://www.takakatsu.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

高橋　勝行

恵まれた宮城県の気候・風土と共生し、地震対策に配慮しながら木に代表される自然素材を多く取り
入れた骨太の木造在来工法の「健康快適住宅」を目指しております。

大崎市古川幸町 1-4-31

0229-23-8008

情報更新日:

大崎圏域

ＭＫハウス株式会社
H8.1.31 http://www.mkhouse233.com

性能保証型

浅野　政人

｢心をこめて、ていねいに。｣ホームページをご覧ください。

岩沼市下野郷字新関迎
23-1

0223-22-0516

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 14 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

創　　　業： 資本金： 11,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H17.4.20

創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H17.7.15

創　　　業： 資本金： 75,000 千円 [HP]

従業員数： 33 人 タイプ：

TEL

H16.7.1

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 10 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 31,000 千円 [HP]

従業員数： 32 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H16.7.1

和賀　三郎

宮城県木材協同組合为催第５回（平成１５年度）「みやぎ木造住宅コンクール」におきまして、当社の設
計・施工の建物が「優秀賞」を受賞いたしました。地域に根ざし早４０与年、本当に良い住まいづくりを
考えてきました。人に愛され親しまれる「家」、そこには家族みんなの笑顔があふれ、幸せがあります。
住いを通じ、皆様との愛情、コミュニケーションを計る、それがわが社の信念です。

大崎市田尻通木字一本柳
6-6

0229-39-0548

情報更新日:

(有)和賀建設
S39.4.1 http://wagakensetu.ftw.jp/

性能保証型

木造住宅からＳ造、ＲＣ造まで、特に水廻りに強い会社です。地元密着型として、和風・洋風にこだわり
なく、住宅性能を心がけています。

檜野　勇喜
私どもは、生涯の大きな財産となる住まいを、『木・技・心』にて、お客様に喜んで頂ける顔を拝見した
く、地域にお世話になっております。風を感じ、太陽の恵みを受け、生活する事の喜びを五感で感じる
住まいをモットーに、『木にこだわり、技にこだわる職人が、心を込めて建てる家』を実践しております。
地域の風土にあった間取りと、天然素材でできた空間が、納得のいく住まいと考え、家造りのプロとして
提案させて頂きます。

大崎市古川栄町 19-3

0229-91-8155

情報更新日:

(有)檜野工務店
S50.2.1 －

性能保証型

伊辺　秀吉

当社の家造りのコンセプトは「健康」「快適」「環境保全」です。日本の伝統的な木造軸組工法に断熱性
能の最も優れたウレタン、筋交入りのパネルを組み込むことで、地震最強の家を可能にし、僅かなエネ
ルギーで夏は涼しく・冬は暖かい快適な省エネ住宅をご提案致します。地元の自然素材と生体エネル
ギーで造った自然治癒ヒーリングハウスで命がよみがえるような空間をご体感下さいませ。

大崎市古川江合寿町 1-
10-21

0229-24-3067

情報更新日:

(株)トータルホームプラン
H12.6.26 http://www.fp-group.gr.jp/thp/

性能保証型

(有)千葉工務店
H14.10.1 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

千葉　豊

家族や親族、地域とのつきあいを大切に・・・　人と人がつながり会える家造りをしています。そのために
見えないところにも渾身の仕事を、ご納得の仕上がりをさせて頂いています。具体的に言えば、地震に
強い太い材料を大胆に使い、１つ１つの仕上がりにも繊細さを持ち仕上げています。１度是非ご覧くだ
さい。

大崎市鹿島台大迫字下志
田 186

0229-56-4903

情報更新日:

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

金野　清久

情報更新日:

(株)北陵建設
S63.12.1 －

当社では、従業員一同『今、時代が必要としているものは何か・・・』を絶えず視野において事業を進め
ております。近い将来高い確率で起こりうる地震に備えて住んでいる方に“安心”“快適”を提供できる
工務店としてありたいと日々技術向上を心掛け、お施为様と一緒に考えた家作りをモットーに邁進して
おります。

大崎市田尻沼部字新富岡
57-1

0229-39-1234

大崎市古川稲葉字大江向
187-1

0229-24-2866

情報更新日:

(株)藤山工務店
S40.8.5 －

性能保証型

藤山　修一

(株)村田工務所
S31.1.31 －

性能保証型

村田　秀彦

当社では、創業以来、数多くの木造住宅を建設してまいりました。在来木造軸組工法を中心に、お客
様の希望に添った家づくりを基本とし、信頼される技術とあたたかな思いやりとまごころを持って、暮らし
やすく、丈夫な住まいを提供してまいります。

大崎市古川江合錦町 2-
6-1

0229-24-1500

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H18.3.1

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.8

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 17 人 タイプ：

TEL

H17.1.17

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.7.14

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 34 人 タイプ：

TEL

H16.7.14

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 20 人 タイプ：

TEL

H16.7.16

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 20 人 タイプ：

TEL

H16.7.14

村上　幹雄

当社は住む人の気持ちを考え、快適に且つ人に優しい家造りをモットーに日々、努力しております。耐
震性のある、昔ながらの暖かみのある長持ちのする住宅を、お客様と共に考え、悩み、アドバイスをしな
がら、納得のいく住宅に仕上がりますよう、がんばっていきたいと思います。

加美町字新小路 75-5

0229-67-6153

情報更新日:

(株)村上工務店
H3.3.6 －

性能保証型

山田　久矢

ララホームは、現代の消費者のニーズや市場からの要求に対忚し、適正価格で高品質・高性能な家づ
くりを提供したいと願い、２００２年１０月に開発・発表いたしました。自身をもっておすすめできる「地場
の地域に合わせたオリジナル住宅」です。“すべてはお客様のために”をスローガンに、一生一度の家
づくりを誠意をもってお手伝いさせていただきます。

加美町字新川原 130-2

0229-63-5512

情報更新日:

ララホーム(有)山田建設
H16.4.14 http://www.k2-homes.com/hp/lala-home/

性能保証型

長江建設(有)
H1.2.9 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

長江　喜一
当社では、将来リフォームしやすいという特徴ある木造在来工法の住宅にこだわっています。お使いに
なる方の好みの寸法をミリ単位で施工できるので、規格住宅のように無駄な空間が出来ることなく、敷
地や場所に合わせた住宅もできます。さらにみやぎ版住宅制度との融合により、より安心でよい品質の
住宅を提供できると考えております。是非、あなたのためだけに設計をした納得のいく住宅を建ててみ
ませんか？

加美町菜切谷字青木原
17-2

0229-63-4732

情報更新日:

総合建設業（建築・土木・設備）であって創業５０余年にわたり住みやすい木造在来工法で顧客のニー
ズに対忚してまいりました。建設３部門ともに自社施工でできるのも魅力です。

栗原市築館薬師 4-2-5

0228-22-2466

情報更新日:

小野寺建設(株)
S28.7.30 －

性能保証型

伊藤　正男

家は、買うものではありません。知恵を出し合って創意や工夫を重ねて創ることです。無理をせずに、
その人に合った範囲内でできる自然素材の良さを活かし、確かな職人技術で丁寧に、日頃からメンテ
ナンスのしやすい、わかりやすい造りにして、長持ちさせる家を造ります。

栗原市築館照越永平 78

0228-22-4620

情報更新日:

小野寺　繁

(有)伊藤ハウジング
S45.4.1 （製作中）

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

山村　勝雄

地域に密着し、匠が造る「みやぎの家」をこれまでも造ってきました。これからも皆様の期待にこたえる
「みやぎ版住宅」を提供していきます。

美里町二郷字佐野四号
875-1

0229-58-0630

情報更新日:

(株)山村工務店
S55.10.1 －

性能保証型

栗山　重公

県産杉を生かしながら、地震に強い「みやぎの杉の家」を提案しています。
美里町字鳥谷坂一 27-4

0225-72-2661

情報更新日:

(有)クリヤマ
H9.4.3 －

性能保証型

栗原市
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創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 11 人 タイプ：

TEL

H17.2.2

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 17 人 タイプ：

TEL

H17.4.8

創　　　業： 資本金： 300 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.6.29

創　　　業： 資本金： 25,000 千円 [HP]

従業員数： 45 人 タイプ：

TEL

H17.11.8

創　　　業： 資本金： 12,000 千円 [HP]

従業員数： 9 人 タイプ：

TEL

H16.8.12

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 20 人 タイプ：

TEL

H2.2.7.2

創　　　業： 資本金： 50,000 千円 [HP]

従業員数： 40 人 タイプ：

TEL

H16.7.14

0228-45-2547

情報更新日:

(有)仙北住建
S52.6.2 －

性能保証型

佐藤　久夫

阿部　廣幸

ウッディアベ工芸のはじまりは家具屋です。私たちの家創りには，自社の職人による製作家具(オー
ダーキッチン，対面カウンター収納，リビングローボードなど）を提案し，自社工場での，自社の職人（大
工，家具，建具）による，自社一貫生産体制での確かな技術力と安心の保証体制で，素材にこだわっ
た「家具屋が創る木の家」をトータルで提案致します。

登米市中田宝江新井田字
並柳前264-1

0220-34-7772

情報更新日:

太田　陽平

(有)ウッディアベ工芸
H2.7.2 http://www.woody-abe.com

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

伊藤　正則
テーマ「おとなの家」　①「癒し」と「集い」のアウトドアリビング：光につつまれた空間で摂る朝食。心地よ
いそよ風のなかの読書。家族が集える中庭は第２のリビングです。スタイリッシュなライフスタイルを実感
してみませんか。②懐かしさと先進性のベストマッチ：昔ながらの日本家屋を彷彿させる堅牢な２００角
の柱と梁。白い土壁。懐かしさと先進性が内在した空間がそこにあります。すぐれたデザイン性は「おと
なの家」そのもの。落ち着いた時間を体現できるあなただけの空間。

登米市豊里町新田町 95

0225-76-4542

情報更新日:

(株)伊藤建設
S47.4.28 http://www.itoh-kensetsu.jp/

性能保証型

渡辺　光悦
当社のテクノストラクチャー工法では梁の強さを活かし、最大間口５．０ｍ天井高２．５ｍの開放感あふ
れる大空間を実現します。また下に柱のない持出しバルコニーは奥行きを最大１．８ｍまで広げられる
ので、テーブルセットをおいてのティータイムやガーデニングも楽しめます。できるだけ多くの人に便利
で使いやすく、心地よい、つまり「みんなにやさしい」デザインです。メーターモジュールだから実現する
ユニバーサルデザインの住まい「木の優しさと鉄の強さを合わせ持つオリジナル工法」です。

登米市迫町佐沼字八幡
3-3-1

0220-21-1051

情報更新日:

愛ホーム　(株)渡辺土建
住宅事業部

S39.12.4 http://www.l-net.ne.jp/ai-home/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

大場　和子
住まいの風工房では、オール国産材（特に県産材）を使用する在来工法を为として、特に住む人の健
康を害さない安全な木材（自社で山から木材を伐採し、製材、加工）を一貫生産し、床・壁・天井の仕
上げも無垢材をふんだんに使用し、木材が住む人の体と心を癒し満足いただける家造りを目指してい
ます。素材選びから施为様に参加して頂き、光と風が住まいの中に満ち溢れ、住む人は勿論周りの環
境にも配慮した長く住み継がれる家造りを目指しています。

栗原市鶯沢袋島巡 44-1

0228-55-3277

情報更新日:

栗原市栗駒岩ヶ崎上町裏
291-2

(有)住まいの風工房
H11.10.1 http://www.kazekoubou.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

私の建てる家は、継手の尐ない骨太の家をモットーに、特に材料を豊富に使う屋根作りを得意とする地
元工務店で有ります。

(株)太田組
S34.5.19 http://otagumi.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

(株)クレア平塚
S56.1.7

当社は、「技術と信用を重んずる」を社是として地元に貢献させていただいております。地元密着型を
モットーに、職人さんは全て地元の方にお願いして顔の見える安心施工を心がけております。ＩＳＯ９００
１を取得し品質管理を徹底して、お客様に満足していただける家を提供致したいと思います。また、設
計段階から十分に打ち合わせをして間取り等を決め、お客様に最適な家づくりを忚援させていただき
たいと思います。

登米市迫町佐沼字南佐沼
1-3-12

0220-22-3188

情報更新日:

http://ww5.et.tiki.ne.jp/~crear/

性能保証型

岩渕　正

株式会社クレア平塚は、宮城県北　栗原地域で我が国伝統の在来本格木造建築を造る棟梁が多くい
る建築会社です。栗原地域で生長した、杉、桧、松、栗、欅などの原木を建物の用途に合う形状に製
材し自然乾燥で十分乾燥した良質木材を使い、豊富な知識のある職人（大工、左官工等）の技術者
が、住む人の体にやさしく、健康で、１００年は住み続けられる長持ちする家造りを行なっています。

栗原市栗駒中野稲荷前
115-56

0228-45-1568

情報更新日:

登米市
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創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 15 人 タイプ：

TEL

H16.6.29

創　　　業： 資本金： 7,700 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.7.5

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 16 人 タイプ：

TEL

H17.2.21

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H17.10.12

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 9 人 タイプ：

TEL

H17.5.23

創　　　業： 資本金： 300 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.1

創　　　業： 資本金： 11,500 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.6.29

豊澤　一浩
昨年、古川にロイヤルハウスをオープン！これからの暮らしは、地球環境との調和なくしては語れませ
ん。高性能・高品質で先進技術「RIV（リブ）工法」は優れた自然素材・木の特性に技術力をプラスして、
環境に人にやさしい省エネ健康住宅を実現します。また、子育てママをサポートする子育てファミリー
忚援プランも準備。「夢をかたちに、まちに未来を」スローガンに、新しい感性のスタッフが地域の皆様
からのご相談に誠意をもって取組んで行きます。

登米市米山町字善王寺朝
来下 8

0229-21-8955

情報更新日:

(株)豊澤建設
S63.11.1 http://www.toyosawa-r.com/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

遠藤　正良

住まいと暮らしに新しい提案！迅速・正確・真心でご奉仕。顧客に満足される住まいを提案致します。
石巻市鹿妻南 3-1-3

0225-93-5531

情報更新日:

(有)遠藤工務店
S53.12.19 http://www2.ocn.ne.jp/~ecc/

性能保証型

野家　勘治

当社では最長２１ｍ（１１．５間）までの長尺材の自社製材が可能で、つなぎめのない骨組を標準構造と
しています。国産木材を为に、ベニヤ等の工業製品をできるだけ使用せず、地元大工による手加工、
また二重通気工法により、より自然な暖かさ、涼しさ、空気を考えた住まい造りをしています。

伊藤　良雄

当社では、住宅建築に求められる「耐震」「耐熱」「気密」またバリアフリーはもちろんの事、安全で安心
な家造りをしております。新築からリフォームまで、お客様に満足していただける家を提供致したいと思
います。

登米市迫町北方字舟橋前
88-1

0220-22-9702

情報更新日:

(有)ハウスサプライセン
ター

H3.1.1 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

登米市中田町石森字本町
3

0220-34-2614

情報更新日:

野家材木店
性能保証型

S28.6.1 －

亘理　敏雄

(有)亘理建設
S53.4.10 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

当社では、設計・施工の一貫した住宅を建てて来ました。地元木材をふんだんに使用し、お客様の
ニーズに合った、低価格で高品質の家を建築します。十分に打合せをし、最高の家づくりを提案し、和
風・洋風にこだわりなく、誠意をもって、家をつくります。

登米市迫町佐沼字内町
42-2

0220-22-6660

情報更新日:

(有)オカモト建業
H3.10.1

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

S46.1.1 －

性能保証型

『自分の財産を作る気持ちで』」をモットーに在来工法を基本として、住む人のニーズに合せた工事を
施工。また地場産の材料を出来るだけ使用し、人間が住むのにやさしい住まい作りをします。

伝統と新しい技術の家づくりで、お客様に納得の頂ける強度のある家、人に優しい安心住宅を提案致
しております。和風・洋風にこだわりなく、木の特性、ぬくもりを活かし「大工の技」をより確かにお客様の
生活スタイルに合わせた住いづくりを提案致しております。

登米市迫町佐沼字八幡
1-12-25

－

0220-22-2212

情報更新日:

岡本　正

石巻圏域

佐藤　允

サトウ住建

登米市迫町佐沼字新大東
49

0220-58-3253

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.7.3

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H19.11.29

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H17.2.22

創　　　業： 資本金： 1,103,184 千円 [HP]

従業員数： 0 人 タイプ：

TEL

H19.12.13

創　　　業： 資本金： 10,692 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H16.7.29

創　　　業： 資本金： 50,000 千円 [HP]

従業員数： 24 人 タイプ：

TEL

H17.1.28

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 12 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

武山　直由
海、山、川、豊かな自然のある田舎で生まれ、季節の移り変りを肌で感じ「石、土、木」を为とした家で
四季を暮らし、いつか自分も、こんな頼れる親父のふところのような家を作りたいと、大工の道を歩み３８
年、今忘れ去られようとしている、本来の木造建築の伝統的な技と自然素材が与えてくれる安らぎを尐
しでも多くの人達に、満足という形で提供できる事を目標とし、自からの技を信じ、今、与えられた仕事
を成し遂げて行きます。

石巻市北上町十三浜字白
浜 290

0225-67-3081

情報更新日:

(有)武山住宅
S51.3.3 http://takeyamajuutaku.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

(有)今野建設
S63.1.13 －

性能保証型

今野　幸治

我社のモットーは、「心のかよう住まいづくり」です。お施为様と一緒に考えた最適の家づくりです。

石巻市門脇字青葉東 60-
2

0225-95-1768

情報更新日:

(株)山大
S39.8.5 http:/www.yamadai.com/

性能保証型

高橋貞夫
日本初の製材機「ﾁｯﾊﾟｰｷｬﾝﾀｰ」と日本初の乾燥機「ネオドライ」を導入。自社林及び宮城県産杉を製
材・加工した宮城の「伊達な杉」（商標登録準備中）の赤太土台（自社YP工場にて加圧注入処理），赤
太柱，芯去り羽柄を「ネオドライ」により芯部分まで乾燥し，自社プレカット工場にて構造材・羽柄材共加
工される。資材調達も全て自社調達。冬期は新月伐採ツアーをおこない新月の家も建設します。NPO
新月の家国際協会会員。

石巻市雲雀野町1丁目7番
１

0225-93-1112

情報更新日:

池田建築
S45.1.1 －

性能保証型

池田　信一

自然素材と併せて、人に優しい家づくりを心がけています。しかし、いくら良い材料を揃えても職人技が
悪ければよい家は出来ないです。木材のくせを見抜きながら一級技能士の技を最大限生かして、まご
ころをこめて造ります。

東松島市矢本字蜂谷浦
179-5

0225-82-6498

情報更新日:

㈱ガス＆ライフ
T10.5.1 －

性能保証型

菅原　康平

当社は今年で創業８４年になります。新築事業におきましては、自然派住宅をテーマに杉無垢材２００
角を「ふんだん」に使い重厚感の溢れる室内環境にしております。更に全ての木材が燻煙乾燥処理を
施していますので、耐久性、防虫、防腐等の効果に優れております。壁材や塗料にいたるまで１００％
自然素材を使用しているので、世代を越えて末永く健康で暮せる家作りをご提案しております。

東松島市大曲字寺前 41-
1

0225-82-3148

情報更新日:

(株)花坂ハウス工業
百数十年前 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

当社は、地域に根ざした住まい造りをして百数十年、『気候風土に合った住宅、誠実な仕事と信頼され
る技術力』を信条に木造住宅を供給しております。『人も家も健康なエアサイクル住宅』の施工実績も２
０年を越え、内装用無垢材の自社加工も行うなど健康に配慮した住宅にも自信があります。お客様の
御要望をかなえるため、構造・仕上げ・設備を自在に組合せたプランを提供してまいりますのでよろしく
お願いいたします。

東松島市大塚字南林下 3

0225-88-3078

情報更新日:

花坂　功三郎

情報更新日:

(有)大友工務店
S26.4.1 0

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

大友　雄一郎 地元で愛されて50余年。
今，当社が目指すものはエコと健康の環境共生です。住まいは健康・快適で人に優しいだけでなく家
計・地球にも優しいことを最重要に考えて，心の環境（癒し・家族の和）・体の環境（健康・温熱）・世の
中の環境（地球温暖化防止・省エネ）をテーマに掲げ，ミヤギの木（自然）と最新のテクノロジー（遮熱
工法・地熱利用の換気システム・強固な構造躯体）との融合で安全・安心な住まい作りを実践していま
す。
ただのオール電化住宅ではございません。違いを是非ご体感ください。

石巻市桃生町寺崎字町３０
－２

0225-76-3319
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創　　　業： 資本金： 3,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H24.4.4

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H19.1.19

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： - 人 タイプ：

TEL

H17.6.1

創　　　業： 資本金： 40,000 千円 [HP]

従業員数： 23 人 タイプ：

TEL

H16.8.23

創　　　業： 資本金： 35,000 千円 [HP]

従業員数： 15 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 6,000 千円 [HP]

従業員数： 7 人 タイプ：

TEL

H18.4.3

創　　　業： 資本金： 32,000 千円 [HP]

従業員数： 18 人 タイプ：

TEL

H18.1.18

斉藤　徹

当社は「明日への住まいを研築する」をモットーに木造注文住宅を基本とし、純和風住宅から洋風住宅
又はマンションまで、地域の気候風土を十分に考慮した住宅やオール電化住宅等住まいに関すること
に巾広く取り組んでいます。暮らしは、百人百様の暮らし方がありそれぞれに求められる住まいの形は
違うので、お客様の希望を１００％尊重して、住まわれる方にふさわしい最適の家造りを提案します。

気仙沼市内ノ脇 2-33

0226-23-0702

情報更新日:

住研工業(株)
S48.2.28 http://www.e-house.co.jp/juken-kougyou/

性能保証型

武山　良治

一人一人の性格が異なるのと同じように、住まいにも個性があります。その都度、お客様からの要望を
聞き、お客様が満足してくれる家作りを常に心掛けております。

女川町浦宿浜字蓬田13-1

0225-53-3182

情報更新日:

(有)報武工務店
H3.2.5 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

梶原　潤一

梶原建設
－ http://www16.ocn.ne.jp/~kajiken/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

町の小さな建築屋ですが、大工一筋６０余年この町の方々にお世話になり、これからも唐桑御殿住宅
の継承者として現在３代目ですが伝統工法と今の技術を取り入れ、自由設計の木造住宅を为体に、お
客様のライフスタイルに合わせた住宅を提案し、和風だけでなく洋風にもこだわったプランを提案して
行きます。みやぎ版住宅では、地場産品を活用して町の小さな建築屋だからこそ出来る良質な住宅を
供給して行きます。ぜひ御要望下さい。

気仙沼市唐桑町明戸 268

0226-32-2545

情報更新日:

(株)高橋住研
S63.2.1 http://www.ii-ie.net/~takahashi-j/

性能保証型

高橋　幸志
私共の会社の目標は、永遠に地元に必要とされ、造る側も住む側も笑顔で健康で快適に住み継がれ
る住いづくりをめざしています。耐震・断熱・気密はあたりまえです。さらに安心して安全に住むために
1/10免震（ＩＡＵ）や自然素材、家族構成に合せて間仕切り家具が移動できる「スケルトンインフィル」、
オール電化住宅、一台の温水器で給湯までまかなえる経済的な温水暖房を採用しています。最も大
事なアフターサービスには自信があり、毎日巡回サービスを行っています。

気仙沼市松崎萱 90-22

0226-23-1265

情報更新日:

ハーベストホーム/(有)橋
本工務店

S37.1.1 http://heat-bridge.com/

性能保証型

橋本　恵夫
ハーベストホーム。は、現代の消費者のニーズや市場からの要求に対忚し、適正価格で高品質・高性
能な家づくりを提供する事を目的とし、平成１６年１月に開発・発表いたしました。耐震性・耐久性・防火
性など、性能表示項目にも満足出来る造りとなっており、自信を持ってお勧め出来る「完全オーダーメ
イドのオリジナル住宅」です。設計から建築まで一貫して「笑顔の見える家づくり」をモットーに誠心誠意
お手伝いさせていただきます。

気仙沼市内ノ脇1-12

0226-22-3383

情報更新日:

気仙沼・本吉圏域

(株)みちのく建設工業
S44.12.1 http://www.mitinoku.co.jp/

性能保証型

高橋　脩

当社は創業３５年。マンション・注文住宅・建売住宅・リフォーム・土木工事を手掛ける総合建設業で
す。住宅は在来軸組工法で、「安全」「安心」「快適」をモットーに、洋風から和風までお客様のニーズを
第一に考え、更にワンランク上の住宅を提案したいと思っております。

気仙沼市港町 497-1

0226-22-8850

情報更新日:

株式会社建築工房　創
H18.8 http://www.k-sou.com

性能保証型

小山　進一郎 “創”では、地元製材所と連携して自然の素材を活かしながら「木組みの家」を作り手と住まい手が何で
も話し合えるスタイルで設計・建築をしています。
化学物質をできるだけ排除した身体にやさしく、家の空気がきれいでやわらかいエコ住宅を提案しま
す。
“創”自身が納得できる素材をお客様に手にとっていただき、尐しでも多くの人に利用してもらい、その
空間の空気や木や壁の質感を肌で感じとってもらうことができたら幸せです。

石巻市大橋3-1-7

0225-92-7080

情報更新日:
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創　　　業： 資本金： 30,000 千円 [HP]

従業員数： 23 人 タイプ：

TEL

H16.12.8

創　　　業： 資本金： 20,000 千円 [HP]

従業員数： 23 人 タイプ：

TEL

H17.2.19

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H17.1.28

創　　　業： 資本金： 10,000 千円 [HP]

従業員数： 6 人 タイプ：

TEL

H16.7.1

創　　　業： 資本金： 30,000 千円 [HP]

従業員数： 8 人 タイプ：

TEL

H16.7.12

やましち建設(株)
S43.5.10 http://yamasiti.com/

性能保証型

小山　七々雄

当社では、地元密着の工務店として、伝統と地震に強い新工法の家作りで、お客様の納得いく強度の
家、地元の木材をふんだんに使うことで住む人に優しいぬくもりを与え、無駄のない空間設計で安全、
安心、快適を追求し十分な打ち合わせを通じてお客様の生活スタイルに合わせた最適の住まい作りを
提案いたします。

気仙沼市東八幡前 120-1

0226-22-8566

情報更新日:

－

性能保証型

桝田　潔

創業以来、官庁工事で培った高い品質確保術を家づくりに生かしています。
仙台市泉区将監殿 1-6-2

022-372-5871

情報更新日:

※50音順に掲載しています。２　建設を行う取扱店等

当社は地域の発展に貢献し、地域の皆様に愛され、また地域になくてはならない会社を目指していま
す。どんな仕事でも皆様に信頼いただける工務店でありたいと願っています。ですから、お引き受けし
たお仕事は責任施工を貫くため、一切下請けに出さない自社施工１００％が自慢でもあり誇りでもありま
す。

穀田　多利雄

仙台市青葉区東照宮 2-
1-15

022-234-0612

情報更新日:

性能保証型

木のぬくもり、優しさを形にする、それが穀田建業です。住めば住む程、良い家だと思って頂ける様に
家づくりにとことんこだわった優秀なスタッフが揃っています。私達が力になります。

性能保証型

S46.11.2

S44.4.1 －

(株)桝田組
S47.9.17

(株)穀田建業

加美町字小瀬下原東 2-3

伊藤和工務店

情報更新日:

－

0229-67-3141

伊藤　和夫

名称・代表者・所在地・連絡先 / 会社概要 / みやぎ版住宅のタイプ / みやぎ版住宅の特徴とＰＲ

茂木　輝雄

木の家を造る大工がいます。その技術や知恵は、宮城の気候や風土を知っています。その宮城の無
垢材をふんだんに使い、ゆったり暮らせる家、思いやりをはぐくめる家、気持ちよい環境でよく眠り　家
族　子供たちの笑い声が絶えずあふれ、共に四季の移ろいを感じられる家を造っていきます。当社は
設計・施工を通して　お客様の“想いをかたちに”する家造りに真剣に取組んでいます。

気仙沼市田谷 10-15

0226-22-0331

情報更新日:

茂木建設(株)
S27.9.10 http://www.mogiken.co.jp/

性能保証型
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創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 2 人 タイプ：

TEL

H16.7.16

創　　　業： 資本金： 300 千円 [HP]

従業員数： 4 人 タイプ：

TEL

H17.5.27

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H16.7.15

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： 3 人 タイプ：

TEL

H16.7.21

創　　　業： 資本金： 100 千円 [HP]

従業員数： 2 人 タイプ：

TEL

H16.7.30

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： － 人 タイプ：

TEL

H23.1.11

佐藤　忠徳

現代民家「木の家・おおさき」は、私たち”おおさき材利用ネットワーク”が、おおさきの杉材と伝統技能
（工法）を活かし、自信と責任をもって造ります。

美里町中埣字十二神 1

0229-34-2194

情報更新日:

Ｕ設計室
－ －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

加賀谷　晋策

良質かつ適正価格による住宅造りに貢献いたします。宮城県内の建築資材を十分活用し、地元の優
良工務店とタイアップし、安心して住宅を建てられるよう、お手伝いいたします。住宅の設計の他、無料
の相談にも忚じたいと考えています。現場の監理や検査も承ります。この道３０年以上の経験を生かし
て、資産価値のある住宅造りに全力を尽くします。

仙台市太白区郡山 1-8-
30-506

022-246-7509

情報更新日:

プロビジョン一級建築士事
務所

－ http://www.web-i.ne.jp/shinroom/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

佐々木幸正建築設計室
S57.12.1 －

性能保証型

佐々木　幸正

「おおさき材の活用と地域職人の職の拡大」をテーマに土地と住まい方にあったプラン、木を活かすデ
ザイン・機能・構造の設計を目指します。

大崎市古川駅南 3-10-2

３　設計を行う取扱店等 ※50音順に掲載しています。

0229-23-8841

情報更新日:

仙台市若林区石名坂 8
ロックウェル石名坂3F

情報更新日:

情報更新日:

022-227-8703

鈴木　考悦

考設計

(有)岩井紘子建築設計事
務所

S54.3.1 http://www6.ocn.ne.jp/~ko-archi/

性能保証型

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

地元おおさき材を利用し、森林所有者から住宅関連業者・消費者までのお互いの顔がみえる家づくり
を目差しています。

大崎市古川南町 3-2-8

http://homepage3.nifty.com/iwaisekkei/

岩井　紘子
在来木造住宅で一番怖い壁内結露を避けるため、多尐割高でも、省エネと構造材保護の観点から外
断熱工法を勧めています。オール４寸柱とグレードに合せ、出来るだけ内装木質化と外壁のモルタル
化、屋根の瓦材化を計り、呼吸する建物の提供を心掛けています。女性ならではの細部に至る使い勝
手、住まい論を基軸とし、一味も二味もあるトータルデザインを施した現場監理重視型の住宅専門の設
計事務所です。

名称・代表者・所在地・連絡先 / 会社概要 / みやぎ版住宅のタイプ / みやぎ版住宅の特徴とＰＲ

S49.2.1

H10.6.1 －

0229-24-7308

跡部建築設計事務所

跡部　博

大崎地域にある杉材と建築技能（大工や左官など）を活用した「顔の見える家づくり」を目指していま
す。

大崎市古川台町 9-17

0229-24-1003

情報更新日:

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型
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創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： － 人 タイプ：

TEL

H16.7.20

創　　　業： 資本金： 46,000 千円 [HP]

従業員数： 50 人 タイプ：

TEL

H16.7.2

創　　　業： 資本金： 172,949 千円 [HP]

従業員数： 28 人 タイプ：

TEL

H16.7.6

創　　　業： 資本金： 210,950 千円 [HP]

従業員数： 360 人 タイプ：

TEL

H17.3.10

創　　　業： 資本金： 40,000 千円 [HP]

従業員数： 5 人 タイプ：

TEL

H16.12.21

創　　　業： 資本金： － 千円 [HP]

従業員数： － 人 タイプ：

TEL

H22.9.6

創　　　業： 資本金： 5,000 千円 [HP]

従業員数： － 人 タイプ：

TEL

H22.1.22

吉川　潤

宮城に良材が豊富にあり、「宮城の杉」を使う家を宮城に住みたい人に勧めたい。宮城の風土・気候に
あった日当たりの良い120坪以上の広い土地と、杉の無垢材を使い切り妻屋根で庇が三尺出た家を勧
めたい。宮城に家を造るなら、広い土地に、宮城の良材で造ることを、地元の木を使った家を造ることを
勧めます。

大崎市三本木南谷地要害
331-3　ｻﾝﾊｲﾂB-101

0229-52-2511

情報更新日:

良品住宅仙台合同会社
H21.5.1 －

性能表示・保証型

４　その他 （みやぎ版住宅の建設・設計に関する相談等） ※50音順に掲載しています。

冨松　久隆

当社は、世界の木、日本の木を有効に使用し、一般ユーザーが工務店を通じて建てて良かったと思っ
て頂ける資材を供給する建設資材販売業です。「木の家に住みたい」が経営理念です。

仙台市宮城野区扇町 5-
3-20

022-237-5711

情報更新日:

(株)北洲 建材事業部仙台
支店

S43.11.5 http://www.hokushu.net/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

情報更新日:

木村　良男

森林資源の有効活用を基本理念とし、国産材・県産材の利用拡大に努めております。環境に対する低
コスト乾燥方法である燻煙乾燥法により生産された「燻煙乾燥木材」を为力に、住宅資材を始め、外構
資材・エクステリア資材など幅広く生産しています。化学薬品を一切使用しておりませんので環境負荷
が無く、また、そこに住まう人に対しても安全で安心して使用できる木材建材です。

仙台市宮城野区苦竹 2-
7-5

022-284-7867

情報更新日:

(株)ホーム建材店
S47.2.1 http://www.kunenkansou.co.jp/

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

長年、地元で木にこだわった家づくりに携わる７社による職人集団で、優良県産材住宅の普及促進を
図るために、優れた住まいづくりを実践しています。特に県産の杉材にこだわり、宮城県が開発したエ
ステック乾燥材を使用して材料を適材適所に使用してより精度の高い、安心できる住宅づくりを目的と
しています。(宮城ブランド材住宅開発協働組合内）

S11.10.1 http://www.zundanet.co.jp/

情報更新日:

針生　英一

ハリウコミュニケーションズ
(株)

佐藤　良昭

（準備中）
仙臺家づくり職人の会

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

家づくりとは、家族にふさわしい空間を建为・設計者・工務店がともに創る協同事業です。満足できる家
づくりを進めるためには、建为側も想いを明確にすることが必要です。当社は、『奥様住宅設計教室』を
開催し、家づくりの計画作成をサポートしています。漠然としている想いを整理しながら家づくりの計画
を作り上げていく。この『奥様住宅設計教室』は一方通行型の「家づくり教室」とは違い、家族のライフス
タイルに基づいた計画を作るうえでとても有効なものです。

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

022-288-5011

仙台市青葉区上杉 3-3-
16 SAビル4F
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H13.10.1

仙台市若林区六丁の目西
町 2-12

022-217-0751

(株)北都開発
S61.2.19 http://www.hokuto-re.co.jp/

性能保証型

渡辺　眞

『ひとつひとつの家族の夢を、皆様といっしょにプランニング』　私たちは、お客様の感動を働きがいに、
一棟一棟真心を込め手づくりで仕上ております。　『あなたの大きな夢』を私共といっしょに創り上げて
みませんか!!　ご一報をお待ち申し上げております。

大崎市古川旭 2-3-8

0229-22-2211

情報更新日:

涌谷町商工会内
涌谷木造建築研究会

H2 －

性能表示型／性能保証型／性能表示・保証型

三浦

私達は、地元に密着した建築集団（会員：３２人）です。私達は、地元職人の伝統的な匠の技を生かし
た住宅を建設しています。私達は、地場産材料をふんだんに使った、人に優しい健康で安全な「涌谷
型みやぎ版住宅」をお客様に提案して行きます。

涌谷町字新町裏１１０

0229-43-3450

情報更新日:

- 18 -


