ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

北海道

青森県
岩手県

宮城県

秋田県

山形県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

埼玉県

東京都

社名

2018/6/7現在
住所

伊藤組土建株式会社

北海道札幌市中央区北４条西4丁目1番地

イチエイ山田建設株式会社

北海道帯広市東９条南７丁目６番地１

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

マルケイ建設株式会社

岩手県北上市和賀町藤根17地割54番地1

菱和建設株式会社

岩手県盛岡市みたけ1丁目6番30号

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

立川装備株式会社仙台営業所

宮城県仙台市青葉区宮町5丁目1番12号

有限会社山内建設

宮城県登米市中田町石森字小塚72-2

奥羽住宅産業株式会社

秋田県秋田市大町二丁目6-29

株式会社佐々木建材店

秋田県大仙市北野目字三条川原52-1

中田建設株式会社

秋田県秋田市山王五丁目9番2号

丸山建設株式会社

秋田県大館市御成町二丁目12番30号

荻野建設株式会社

山形県山形市あこや町三丁目15番28号

米木建設株式会社

山形県米沢市城西2-3-50

株式会社後藤組

山形県米沢市丸の内二丁目2-27

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

株式会社サンヨーホーム

茨城県牛久市中央5－18－1

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

上陽工業株式会社

栃木県宇都宮市鶴田町189番地4

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

株式会社塚本工務店

群馬県藤岡市藤岡1848-1

株式会社大信工業

群馬県前橋市上新田町626-1

アイモクリエイト株式会社

千葉県千葉市花見川区大日町1403-3

有限会社東鋼業

千葉県船橋市藤原1-1-21 第３ラフィーネ205

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

小倉建設株式会社

千葉県柏市若柴162-1

樫原建設株式会社

千葉県市川市田尻5-8-20

株式会社井上工務店

埼玉県白岡市白岡東10-16

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

ＤＧサービス株式会社

埼玉県入間郡三芳町竹間沢446-4

有限会社鳶勝

埼玉県比企郡川島町出丸本203-4

有限会社トラストホーム

埼玉県入間郡三芳町大字上富2065-1

中島建工株式会社

埼玉県さいたま市浦和区領家5-12-20

日本建総株式会社

埼玉県川越市むさし野15-13

株式会社福山興産

埼玉県さいたま市北区土呂町1-12-4

松井産業株式会社

埼玉県三郷市彦成1丁目1番地

イーホーム株式会社

東京都杉並区高井戸西2-12-23

井上工務店

東京都大田区北嶺町37-35-104

株式会社小野組

東京都文京区後楽1-1-13 小野水道橋ビル2・3階

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

株式会社兼光

東京都葛飾区堀切7-22-11

株式会社佐藤工務店

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

株式会社ジップ遠藤

東京都江戸川区平井3-23-13

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

ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

東京都

社名

山梨県

愛知県

住所

株式会社創設舎

東京都千代田区神田神保町1-26

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

日本住宅パネル工業協同組合

東京都文京区本駒込6丁目15番7号

株式会社前田製作所

東京都足立区梅島2-16-12

株式会社水井装備

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎西松原14-4

葛西建設株式会社

東京都江戸川区春江町二丁目5番9号

株式会社ＬＯＨＡＳ ＡＧＲＩ

東京都港区新橋6-20-1 ル・グランシェルビル2F

志村工務店

神奈川県相模原市中央区上溝1650-7

株式会社堀本工務店

神奈川県藤沢市円行1-14-11

神奈川県 株式会社黒崎工務店

新潟県

2018/6/7現在

神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町804番地1

株式会社スペース・Ｋ

神奈川県大和市中央林間3‐23‐15 ｺｰﾄﾊｳｽｼﾞｭﾉ201

株式会社光正工務店

神奈川県川崎市高津区下作延7-3-1

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
株式会社新潟デザインタイルセンター

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

株式会社堀口建築工業所
株式会社山市成工

山梨県山梨市牧丘町窪平46-1

株式会社あいしん

愛知県名古屋市天白区荒池二丁目515番地

愛知海運産業株式会社

愛知県田原市田原町柳町6番地

あいち住建株式会社

愛知県東海市加木屋町二丁目149番地

新潟県新潟市東区東明6-5-4

山梨県甲府市美咲1-14-8

株式会社愛木舎

愛知県豊橋市下地町新道38番地1

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

株式会社アシスト

愛知県蒲郡市大塚町勝川126番地

株式会社稲吉建設

愛知県日進市岩藤町所寒521番地1

入江建設株式会社

愛知県名古屋市中区橘一丁目17番28号

内田建設株式会社

愛知県豊橋市曲尺手町68番地

株式会社大阪防水建設社

愛知県名古屋市北区辻本通一丁目10-1番地

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

大場建設株式会社

愛知県蒲郡市豊岡町白山31

株式会社岡本組

愛知県豊田市平芝町3丁目4番地2

有限会社岡本工務店

愛知県豊田市平芝町3-18-5

海津建設株式会社

愛知県名古屋市西区上名古屋4丁目17-26

上中建築株式会社

愛知県半田市君ケ橋町三丁目45番地の13

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

株式会社共立

愛知県岡崎市矢作町字祇園21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

Ｋ´ｓファクトリー有限会社

愛知県豊川市新桜通1丁目27番地1

有限会社建造

愛知県新城市川田字山田平2-10

有限会社コウケツ建築設計

愛知県名古屋市守山区中志段味唐池462-74

ゴウド建設株式会社

愛知県半田市宮本町2丁目67番地

株式会社酒井建築

愛知県丹羽郡大口町上小口一丁目263

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

三建設備工業株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-27

ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

愛知県

社名

2018/6/7現在
住所

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

有限会社松栄事務所

愛知県名古屋市中区栄2-4-11 チサン広小路3Ｆ・9Ｆ

株式会社シンエイアクト

愛知県犬山市字山神54番地1

新興商事株式会社

愛知県名古屋市中川区大塩町2-52

株式会社新成建設

愛知県名古屋市名東区牧の原二丁目402番地

株式会社新和技建

愛知県豊橋市向山町字水車37-2

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

瀬戸ガス株式会社

愛知県瀬戸市弁天町74番地

株式会社千田工務店

愛知県名古屋市昭和区福江3丁目6-32

株式会社ダイケン

愛知県半田市吉田町5丁目39番地の1

株式会社大進

愛知県半田市住吉町2-185-1

有限会社大泉建設

愛知県刈谷市稲場町4-301

株式会社大東建設

愛知県名古屋市中区金山2-4-23GM さかい1F

株式会社大東建設

愛知県清須市春日砂賀東21番4

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

株式会社ティエムアイコーポレーション

愛知県半田市柊町3-5-15

株式会社テラスポート

愛知県名古屋市港区新茶屋四丁目718番地

東洋建設株式会社

愛知県春日井市岩野町１丁目４９番地

株式会社トーエネック

愛知県名古屋市中区栄一丁目20番31号

内藤電機株式会社 名古屋支店

愛知県名古屋市西区栄生三丁目19番12号

中野建設株式会社

愛知県一宮市新生四丁目1番7号

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

日新工業株式会社

愛知県名古屋市中村区横井1丁目58番地

日本住宅パネル工業協同組合 名古屋支所

愛知県名古屋市中区栄5-13-21

株式会社ネオショー

愛知県名古屋市中区平和一丁目18番15号 竹甚ビル3Ｆ

株式会社ハタノ

愛知県豊田市大清水町原山20番地

株式会社ピタコラム

愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号

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

岐阜県

福岡建設株式会社

愛知県津島市埋田町1-22

藤間工業株式会社

愛知県名古屋市西区幅下一丁目10番30号

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

丸七建設興業株式会社

愛知県額田郡幸田町大字深溝字以立山16番地7

三宅建設株式会社

愛知県みよし市三好町小坂6-12

株式会社宮本組 名古屋支店

愛知県東海市中央町4丁目40番地

村越建設株式会社

愛知県額田郡幸田町大字深溝字東万野29番地１

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

名北電気工事株式会社

愛知県名古屋市北区西味鋺5-910

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

吉澤工業株式会社

愛知県名古屋市千種区萱場二丁目6番14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

若松物産株式会社

愛知県名古屋市中区千代田一丁目5番1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

厚見建設工業株式会社

岐阜県岐阜市城東通り2-15

有限会社岩尾建築

岐阜県郡上市和良町方須768番地

ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

岐阜県

三重県

静岡県

長野県

石川県

福井県

富山県

社名

2018/6/7現在
住所

金子工業株式会社

岐阜県下呂市荻原町荻原1500番地

有限会社久進

岐阜県郡上市高鷲町大鷲2322-2

株式会社近藤板金店

岐阜県不破郡垂井町1478-3

三協実業株式会社

岐阜県羽島市堀津町768番地

株式会社清水建設

岐阜県郡上市八幡町城南町232番地の4

株式会社新道組

岐阜県羽島市正木町新井1155

青協建設株式会社

岐阜県関市倉知3204番地の4

大和製材株式会社

岐阜県関市上之保1214番

株式会社高垣組

岐阜県郡上市八幡町旭1035番地

株式会社田口建設

岐阜県中津川市付知町9595-1

株式会社田中工務店

岐阜県高山市岡本町2-185

株式会社土屋R&C

岐阜県大垣市禾森町3丁目2063番地の2

有限会社日比建設

岐阜県大垣市上石津町三ツ里815番地

株式会社洞口工務店

岐阜県高山市丹生川町桐山671

山中ハウジング株式会社

岐阜県大垣市安井町２丁目１７番１

株式会社岡田建設

三重県多気郡大台町佐原555-7

織田建設株式会社
小林建設株式会社

三重県津市牧町459番地の1

株式会社サクライ

三重県亀山市安知本町2014番地の6

有限会社新日本企画

三重県四日市市新浜町18-11

勢和建設株式会社

三重県津市美杉町八知2992番地1

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

有限会社西川工務店

三重県松阪市町平尾町164番地3

岡野建設株式会社

静岡県周智郡森町飯田4059

河津建設株式会社

静岡県下田市中411番地の1

協同建材株式会社

静岡県浜松市南区若林町2582

三重県四日市市室山町1670-1

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

ミサワホーム甲信株式会社

長野県松本市双葉22-1

竹村工業株式会社

長野県下伊那郡松川町上片桐3646番地2

株式会社丸三建設

長野県飯田市座光寺3905番地4

ＲＳアーキー一級建築士事務所

石川県野々市市押野7-146

株式会社トーケン

石川県小松市浮城町76番地1

株式会社北明

石川県金沢市大場町東57番地

株式会社あめりか屋

福井県敦賀市長沢13号13番地の1

株式会社和晃建装

福井県小浜市遠敷第89号21番地

沢田鉄工株式会社

富山県砺波市石丸434-3

林建設株式会社

富山県富山市根塚町3丁目8-7

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

朝野工業株式会社

富山県魚津市本新町27番5号

新潟県

ミサワホーム北越株式会社

新潟県新潟市中央区関新2丁目1番53号

三重県

株式会社丸栄建設

三重県名張市松崎町1440番地1

株式会社奥村組

滋賀県大津市下阪本3-5-32

株式会社巴建設

滋賀県草津市南笠東２丁目７番３５号

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

株式会社野藤建設

京都府京都市西京区上桂三ノ宮町63番地2

株式会社野原工務店

京都府京田辺市草内宮ノ後33-6

有限会社藤岡工務店

京都府南丹市日吉町胡麻古津13番地1

株式会社小林工務店

京都府京都市上京区一条通大宮西入鏡石町36

滋賀県

京都府

ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

奈良県

大阪府

社名

2018/6/7現在
住所

大倭殖産株式会社

奈良県奈良市藤ノ木台1-2-15

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

仲野水道設備株式会社

奈良県生駒市谷田町808番地

森建設株式会社

奈良県奈良市後藤町21番地

池田建設株式会社
株式会社イズ

大阪府岸和田市包近町553番地

エイ・アール工事株式会社

大阪府大阪市中央区十二軒町7番7号 エイアールビルディング

大田建築

大阪市泉佐野市高松北2-5-34

株式会社大浜組

大阪府東大阪市元町1丁目6番50号

株式会社ＧＬＡＭ

大阪府吹田市江坂町２丁目10-15

昭栄建設株式会社
吹田土木興業株式会社

大阪府阪南市自然田550-2

大阪府堺市中区深井沢町3135番地

大阪府吹田市南正雀1-24-35

積水ハウス株式会社 積和建設ハウジング事業部 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

和歌山県

兵庫県

岡山県

広島県

鳥取県
山口県

香川県

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

冨田建設株式会社

大阪府大東市大野1-4-4

浜田建築設計工務所

大阪府豊中市服部本町５丁目３番８号

株式会社フェニックスライフ

大阪府大阪市中央区平野町1丁目4番地1号 ハイネス北浜1102号

ミサワホームイング関西中部株式会社

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目6番7号

有限会社山由

大阪府寝屋川市仁和寺本町5丁目27-10

アサカワリフォーム株式会社

和歌山県和歌山市小松原通3-69

三和建設株式会社

和歌山県新宮市徐福1-6-21

株式会社秋田組

兵庫県宝塚市安倉中2-13-2

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

株式会社寺西工務店

兵庫県淡路市佐野1330-1

株式会社中川工務店

兵庫県豊岡市竹野町竹野2508番地

日進機工株式会社大阪支店

兵庫県尼崎市西長洲町3-1-80

松田土木工業株式会社

兵庫県姫路市広畑区小松町2丁目46番地

宮崎建設株式会社

兵庫県尼崎市杭瀬北新町1-5-11

株式会社宮本組

兵庫県姫路市播磨区英賀宮町1-17

株式会社夢・ホーム

兵庫県川西市清和台東3丁目2-77

株式会社ライズ

兵庫県尼崎市祟徳院1-16

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

株式会社ネクサスアーキテクト

岡山県倉敷市玉島八島1384-2

株式会社藤原組

岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸62-5

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

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

株式会社柳井ボードセンター

山口県柳井市新庄303

坂出土建工業株式会社

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

大成ハウジング四国株式会社

香川県高松市扇町二丁目10番16号

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

ウッドピタ工法協会 会員名簿
都道府県

社名
株式会社北岡組

徳島県

愛媛県

高知県

福岡県

長崎県
熊本県
大分県

宮崎県

2018/6/7現在
住所

徳島県美馬市美馬町字妙見67番地2

松下建設工業

徳島県徳島市南昭和町7-34-3

株式会社マナベ商事

徳島県三好市池田町シマ876番地1

大野建設株式会社

愛媛県松山市緑町2-12-2

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

有限会社岩城建築設計事務所

高知県香南市野市町東野1936-3

大久保建築

高知県香美市土佐山田町北本町上１丁目９１−６

大原建設株式会社

高知県高岡郡佐川町甲146-5

株式会社尾上工務店

高知県四万十市中村上小姓町8

株式会社建商

高知県高知市長浜3109-3

株式会社酒井建設

高知県高知市薊野北町1-8-41

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

高瀬工務店

高知県宿毛市片島15-5

株式会社高橋建工

高知県高岡郡佐川町本郷耕1837

株式会社トラスト建設

高知県高知市洞ヶ島町7-15

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

東山建設株式会社

高知県高知市高須新町3丁目5番1号

株式会社石田組

福岡県北九州市小倉北区井堀4-10-2

日下部工務店

福岡県筑紫郡那珂川町下梶原１丁目10-36

株式会社成定建設

福岡県田川市大字伊加利922

株式会社内山建設工業

長崎県対馬市厳原町久田95-46

有限会社野元秀建設

長崎県佐世保市星和台町1460-326

本田建設株式会社

長崎県島原市有明町大三東戊705番地

株式会社有江建設

熊本県天草市志柿町5422-1

小代築炉工業株式会社

大分県津久見市入船西町21-1

株式会社三髙産業

大分県大分市大字下郡1161番地

株式会社栄建工業

宮崎県宮崎市大工三丁目89番地1

株式会社田中組

宮崎県都城市蓑原町3233番地4

有限会社ミツギ建設

宮崎県宮崎市大塚台西2丁目37-11

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

