






宮城県地域型復興住宅　地域住宅生産者グループ一覧
グループ名称
代表者 企業名 住所 電話番号

広域仙南地域
●県南住宅
八重樫　義男 ㈱八重樫工務店 〒989-1245 宮城県柴田郡大河原町字新南20-5　 0224-52-1736
●クオリティーホーム 菊池
菊地　精一 ㈲菊地建設 〒989-1751 宮城県柴田郡柴田町槻木新町1-5-10 0224-56-1143
●森守の会
大沼　毅彦 ㈱サカモト 〒989-1601 宮城県柴田郡柴田町船岡中央1丁目9-12 0224-58-1100

広域仙台都市圏
●アート アンダ ふるさとの会
鹿志村　和敬 ㈱鹿志村建築設計事務所 〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合4-2-12 022-392-0901
●家づくり集団　萩
佐藤　孝志 ㈱集建築設計事務所 〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16-20 022-263-5577
●快適・断熱住宅供給ネットワーク
氏家　敏成 ㈲フォレスト 21 〒983-0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字入山34-5 022-396-1015
●川崎の森を育む家づくりねっと
小野寺　信 川崎の森を育む家づくりねっと 〒989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢字板橋20 022-391-3780
●希望の里ネットワーク
長峰　栄作 ㈲ラウンド建築工房 〒981-3217 宮城県仙台市泉区実沢細椚向芦沢3-1 022-379-7172
●木の職人集団「シルバン」
早坂　みどり 住空間工房 〒982-0834 宮城県仙台市太白区青山2丁目28-27 090-3366-4750
●㈱グリーンハウザー  復興住宅の会
小畑　和明 ㈱グリーンハウザー住宅事業部 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18番1 022-774-7700
●建築集団　太白舎
齋藤　健太郎 ㈲ガルボ空間工房 〒982-0816 宮城県仙台市太白区山田本町9番28号 022-307-5650
●建友ぐる～ぷ
武石　泰尚 建友ホーム株式会社 〒981-3213 宮城県仙台市泉区南中山2丁目42-1 022-344-9330
●さわやか住宅
石川　久 ㈱アトリエシグマ建築設計事務所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 022-239-8394
●ネットワークの里
佐藤　秀昭 有限会社  ネットワークの里 〒989-3204 宮城県仙台市青葉区南吉成2-22-5 022-344-8615
●ハウスデザイン
片倉　辰吉 ㈱ハウスデザイン 〒982-0003 宮城県仙台市太白区郡山6-1-37 022-343-6335
●羽ばたこうフェニーチェ・みやぎ
伴野　政樹 フェニーチェ東北ホーム㈱ 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1　19F 022-748-5714
●プロビジョン復興住宅プロジェクトチーム
加賀谷　晋策 プロビジョン一級建築士事務所 〒982-0001 宮城県仙台市太白区八本松1-13-11-1013 022-246-7509
●みやぎでＦＰの家をつくるネットワーク
板橋　満 （有限会社角栄ホーム） 〒982-0842 宮城県仙台市太白区越路28-8 022-711-2511
●みやぎの幸せの家
曽根　輝雄 （㈱カネソ曽根建業） 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3-1-21 022-235-8111
●みやぎ住まいづくり支援ネットワーク
東山　圭 合資会社  東山設計室 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-8-14 022-738-9591



グループ名称
代表者 企業名 住所 電話番号

広域仙台都市圏
●「みやぎ版住宅」タウンプロジェクト
木村　良男 株式会社ホーム建材店 〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目7-5 022-284-7867
●みやぎ復興住宅建造集団 “こぶし”
髙橋　亨次 ㈱図設計 〒981-8007 宮城県仙台市泉区虹の丘1-4-5 022-372-7776
●杜の家づくりネットワーク
佐々木　文彦 ㈲ササキ設計 〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡1-10-14 SAU04 022-268-6578
●ルニハウスグループ
三浦　克章 株式会社ルニハウス 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字神妻86 022-388-8287
●地域優良住宅「在来工法の会」
髙橋　清秋 ㈲髙橋建築設計事務所 〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3丁目31-17 022-378-3246
●郷のいえづくり・木昂塾
鈴木　健一 宮城県森林組合連合会 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目4-46 022-225-5991
●「山からの家造り」を進める会
須森　喜美子 フォースワンホールディングス株式会社 〒983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字明神西29-3 022-258-4112
●三敬グループ
遠藤　れい子 三敬ホーム株式会社 〒981-3134 宮城県仙台市泉区桂1丁目11-7 022-371-8004
●ＭＯＭＯ
本間　貴史 ㈱本間総合計画 〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目3-12-111 022-364-1388
●グローバルアーキテクツエイド
米村　ふみ子 ㈱ヨネムラアーキテクツスタジオ 〒981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘1-16-14 022-765-7802
●守屋木材　株式会社
守屋　長光 守屋木材㈱ 〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町6丁目1-16 022-299-3111
●仙台市建設職組合六郷班グループ
遠藤　英二 英設計室 〒984-0835 宮城県仙台市若林区今泉1丁目6-29 022-349-8561
●仙台市建設職組合立町班グループ
八木　文雄 有限会社　八木工務店 〒981-0953 宮城県仙台市青葉区西勝山23-23 022-279-2355
●みやぎ絆の家
鈴木　洋介 ジャパン建材㈱サポートセンター 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目2-14 022-284-2769
●檜と彩の家
大内　章 ㈱仙塩ホームサービス 〒985-0023 宮城県塩釜市花立町23-19 022-364-7115
● KSBG（kanekikanakao Supply and Build Group）
青田　敏宏 株式会社カネキカナカオ 仙台営業所 〒981-1222 宮城県名取市上余田字千刈田787 022-384-2166
●住・プロネット・E-one
柴崎　光男 株式会社大興ハウジング 〒981-1232 宮城県名取市大手町1丁目13-7 022-383-5751
●住まいづくりネットワーク仙南
秋山　哲也 ㈲環境デザイン工房 〒981-1232 宮城県名取市大手町4-1-4 022-382-9172
●住まいづくりネットワーク名取
今野　文秀 ㈲今野住建 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂5丁目4-20 022-382-1450
●多賀城建築工事有限責任事業組合
鎌内　誠次 鎌内建業 〒985-0872 宮城県多賀城市伝上山3丁目1番12号 022-366-7148
●復興住宅仙台東グループ
鎌田　孝一 ㈱鎌田建築設計事務所 〒985-0832 宮城県多賀城市大代4丁目15-19 022-365-7762



グループ名称
代表者 企業名 住所 電話番号

広域仙台都市圏
●名亘木建復興協議会
粟野　昭治 ㈱佐藤建設 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字出雲屋敷80 0223-24-0545
●住まいづくりネットワーク　亘理
鈴木　孝彦 鈴三工務店 〒989-2381 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字上200 0223-34-1192
●仙南建築匠会
鈴木　隆 ㈱鈴久建設 〒989-2383 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字早川66-1 0223-32-2280
●ワタリ住宅福幸会
阿部　亀久夫 株式会社  阿部工務店 〒989-2311 宮城県亘理郡亘理町荒浜字水神62 0223-35-3711
●まつしま自然素材の家づくりネットワーク
高橋　芳人 ㈱高橋木材家具店 〒981-0215 宮城県宮城郡松島町高城字町138 022-353-2253
●近くの木と職人でつくる家づくり
伊藤　博範 ㈲伊藤工設計 〒981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬字南浦4 022-356-9460
●未来へ繋げる地域住宅生産者グループ
高橋　一夫 大東住宅㈱ 〒981-3414 宮城県黒川郡大和町鶴巣太田字壱町田24-5 022-343-2481
●株式会社パルコホーム宮城復興住宅グループ
菊地　靖 ㈱パルコホーム宮城 〒981-3328 宮城県黒川郡富谷町上桜木1丁目10番2 022-358-8650
●宮城県建築士会黒川支部  七つ森家づくりの会
大崎　勝雄 ㈱大崎 〒981-3304 宮城県黒川郡富谷町ひより台2-28-13 022-348-5971
●チーム  遊夢  里づくり
大山　洋子 大山洋子一級建築士事務所 〒989-3124 宮城県仙台市青葉区上愛子字北原40-12 022-392-6757
●宮城県優良住宅協会
佐藤　良昭 ㈱気仙沼工務店 〒981-3109 宮城県仙台市泉区鶴が丘4-2-15 022-797-7138
●杜の都  仙台いぐねのいえづくり研究会
遠藤　孝男 遠藤工業㈱ 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字南通24-3 022-390-1850

広域大崎圏
●みやぎの元気な家
高橋　克幸 （㈱仙北建設） 〒989-6143 宮城県大崎市古川中里3-9-18 0229-23-7722
●大崎建設グループ
渡邊　昭弘 ㈱荒谷土建 〒989-6252 宮城県大崎市古川荒谷字本町東22-3 0229-28-2632
●㈱共和建設・共和会
高橋　幸七 ㈱共和建設 〒989-6174 宮城県大崎市古川千手寺町1-10-31 0229-23-2900
●北国のいい暮らしを創る会
髙橋　勝行 ㈱ハウズサポート宮城（かみ一級建築士事務所） 〒989-6255 宮城県大崎市古川休塚字新西田38-1 0229-28-1000
●木箱
鈴木　孝悦 孝設計 〒989-6223 宮城県大崎市古川字竹ノ内249-3 0229-24-1003
●チバミン
千葉　基 株式会社  チバミン 〒989-6115 宮城県大崎市古川駅東1丁目5-11 0229-22-0291
●仙北住まいのプロジェクト
高橋　和宏 ㈱仙北製材所 〒989-6222 宮城県大崎市古川若葉町2-11-46 0229-24-0222
●大崎西部復興住宅団体
長江　喜一 長江建設有限会社 〒981-4203 宮城県加美郡加美町菜切谷字青木原17-2 0229-63-4732
●マムフォレスト
菊森　博 ㈱菊森建設工業 〒987-0141 宮城県遠田郡涌谷町字田町裏131 0229-43-2243



グループ名称
代表者 企業名 住所 電話番号

広域栗原圏
●くりはらの木で家づくり協力工務店チーム
伊藤　正男 有限会社  伊藤ハウジング 〒987-2233 宮城県栗原市築館字照越永平78 0228-22-4620

広域登米圏
●懸け橋会
熊谷　辰男 熊谷工務店 〒987-0601 宮城県登米市中田町石森字川前365-12 090-6781-4834
●グループ「かけや」
野家　亮一 野家材木店 〒987-0601 宮城県登米市中田町石森字本町3 0220-34-2614
●住まいズ  みやぎ
太田　陽平 株式会社  太田組 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字南佐沼1丁目3-12 0220-22-3188
●結い（ゆい）の住まいづくりネットワーク「人と木（ひととき）」
永澤　清夫 登米町森林組合 〒987-0703 宮城県登米市登米町大字日根牛小池100 0220-52-2075

広域石巻圏
●宮城のやさしい家
日野　節夫 ヒノケン㈱ 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字中埣5-8 0225-94-8130
●石巻市北上町白浜復興住宅グループ
熊谷　秋雄 株式会社芽ぐみ 〒986-0202 宮城県石巻市北上町橋浦字行人前190 0225-67-2045
●つぐっぺおらほの復興家づくりの会
佐々木　淳 佐々木建築 〒986-0204 宮城県石巻市北上町女川中原13 022-268-6578
●究極の木造住宅・チーム LVL
相澤　秀郎 セイホク株式会社 〒986-0844 宮城県石巻市重吉町1番地7 0225-22-6512
●宮城の伊達な杉の家を創る会
高橋　貞夫 ㈱山大 〒986-0842 宮城県石巻市潮見町2-3 0225-93-9371
●健康住宅をつくるネットワーク
千葉　康宏 千葉工務店 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字南浦12-2 0225-82-5052
●東松島優良住まいづくりネットワーク
花坂　雅之 雅  建築設計事務所 〒981-0303 宮城県東松島市小野字中央5-5 0225-87-3775
●東松島市工務店協同組合
櫻井　一義 ㈱櫻井建設 〒981-0301 宮城県東松島市牛網字駅前1丁目3-8 0225-90-4041
●千金堂宮城特区チーム
内堀　孝史 株式会社千金堂 〒981-0501 宮城県東松島市赤井字鷲塚25 0225-98-6468
●地産地消健康いえ造り
伊藤　健一 櫻工房㈱ 〒986-0855 石巻市大街道東4丁目2-10 0225-98-6048

広域気仙沼・本吉圏
●気仙沼地域住宅生産者ネットワーク
熊谷　敬一郎 株式会社クマケー建設 〒988-0077 宮城県気仙沼市古町1丁目4番10号 0226-23-2223
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