
令和元年度　徳島すぎの家づくり協力店一覧表

登  録  番  号 名　　　　　称 所　　　在　　　地 代 表 者 氏 名 電 話 番 号
徳木機構協力店第1号 那賀川すぎ共販協同組合 阿南市那賀川町豊香野186 千里　泰三 0884-49-4143
徳木機構協力店第2号 中千木材有限会社 阿南市羽ノ浦町古庄下向9番地1 千里　泰三 0884-44-2025
徳木機構協力店第3号 協同組合スーパーウッディシステム 徳島市津田海岸町5番33号 松田　功 088-678-3010
徳木機構協力店第4号 株式会社アズマ建設 徳島市川内町小松東58-11 坂東　隆之 088-665-2100
徳木機構協力店第6号 株式会社もくさん 勝浦郡上勝町大字福原字下日浦7番地1 新田　勝憲 0885-46-0693
徳木機構協力店第9号 株式会社坂本工務店 徳島市八万町犬山57番地1 竹森　雅人 088-669-1000
徳木機構協力店第13号 東四国ダイケンホーム株式会社 板野郡松茂町広島字北川向弐ノ越32番 松下　豊広 088-699-6188
徳木機構協力店第14号 株式会社山田工務店 小松島市江田町字敷地前79番地 山田　文夫 088-669-1226
徳木機構協力店第18号 びわこ板倉の家株式会社 滋賀県守山市中町102番地 川島　輝 077-581-0006
徳木機構協力店第19号 たかはし設計 愛知県清須市西枇杷島町南六軒37 高橋　秀明 052-325-4467
徳木機構協力店第20号 稲東建設株式会社 愛知県稲沢市正明寺一丁目5番8号 佐藤　肇修 0587-32-1006
徳木機構協力店第27号 有限会社佐藤建築企画設計 徳島市幸町一丁目43番地 佐藤　幸好 088-625-1759
徳木機構協力店第28号 有限会社内野設計 徳島市万代町5-71 内野　輝明 088-626-9567
徳木機構協力店第29号 坂口建築設計室 徳島市南沖洲1丁目5番33-2 坂口　敏司 088-664-0878
徳木機構協力店第31号 UN建築研究所株式会社 徳島市川内町北原147-8 植村　成樹 088-677-4590
徳木機構協力店第33号 山一興業株式会社 徳島市中昭和町1丁目3番地 岡田　育大 088-622-4711
徳木機構協力店第36号 株式会社林建築事務所 徳島市南二軒屋町2丁目3番3-301 林　茂樹 088-654-0359
徳木機構協力店第37号 有限会社紅露建設 阿南市桑野町中野156-1 紅露　健雄 0884-26-1337
徳木機構協力店第40号 株式会社セイコーハウジング 徳島市北矢三長三丁目1番79号 元木　康浩 088-631-8236
徳木機構協力店第42号 東條工務店 徳島市大原町内開134-7 東條　孝輝 088-663-1886
徳木機構協力店第52号 丸乃木材有限会社 海部郡海陽町大里字松原35番地43 乃一　吉男 0884-73-0860
徳木機構協力店第53号 キウチ建築 海部郡牟岐町大字川内1857 木内　繁一 0884-72-1307
徳木機構協力店第70号 株式会社つくばホーム 茨城県つくば市緑が丘17番9 沼尻　静雄 029-852-1001
徳木機構協力店第74号 アトリエ・クー 徳島市南佐古八番町5-21 杉本　真理子 088-679-2827
徳木機構協力店第75号 株式会社青木建設 徳島市東吉野町3丁目26-1 青木　宏次 088-625-8360
徳木機構協力店第76号 株式会社岡田組 徳島市幸町1丁目47番地3 岡田　英二郎 088-622-5185
徳木機構協力店第77号 海南建設有限会社 海部郡海陽町大里字吉尾112番地 多田　和彦 0884-73-1332
徳木機構協力店第86号 東海林建築設計事務所 名古屋市天白区表山1-1602 4号104 東海林　修 052-853-9817
徳木機構協力店第87号 ラッフルズホーム株式会社 徳島市東吉野町2丁目45番地9 金原　建雄 088-611-1515
徳木機構協力店第88号 有限会社ふるの工芸 岐阜県大垣市内原2丁目37番地の1 古野　比登志 0584-89-9103
徳木機構協力店第90号 株式会社城工務店 徳島市南昭和町1丁目18の5 武市　英博 088-622-7845
徳木機構協力店第91号 株式会社里山建築研究所 茨城県つくば市北条184 関根　真紀 029-867-1086
徳木機構協力店第96号 建築設計事務所　蔵 徳島市北沖洲4-14-11 青木　稔 088-664-1108
徳木機構協力店第105号 芳川建設有限会社 阿南市桑野町花井1-3 芳川　康弘 0884-26-0634
徳木機構協力店第110号 若杉林材加工組合 那賀郡那賀町朴野字西の谷9-5 岡本　哲也 0884-62-3064
徳木機構協力店第111号 柏原建築工房 徳島市住吉3丁目6-30 柏原　章雄 088-655-0696



登  録  番  号 名　　　　　称 所　　　在　　　地 代 表 者 氏 名 電 話 番 号
徳木機構協力店第112号 有限会社山源 大阪市城東区諏訪4丁目11番2号 山添　史郎 06-6965-3111
徳木機構協力店第113号 有限会社大坂工務店 阿南市羽ノ浦町古毛硯石37番地の12 大坂　公吉 0884-21-8670
徳木機構協力店第114号 有限会社平岡木材 三好市池田町州津宮ノ久保811番地1 竹内　一美 0883-72-0087
徳木機構協力店第115号 川人一級建築設計事務所 三好市池田町マチ2174-9 川人　邦彦 0883-72-6686
徳木機構協力店第116号 株式会社アメニティーホーム四国 三好市池田町シマ793番地1 中村　昌人 0883-72-6600
徳木機構協力店第120号 十川建築 阿南市羽ノ浦町中庄とい添25 十川　隆宏 0884-44-5730
徳木機構協力店第122号 有限会社丹陽社 大阪市天王寺区上本町五丁目4-17-904 岡　　巌 06-6764-1956
徳木機構協力店第132号 株式会社伊川工務店 小松島市金磯町12番52-3 伊川　渉 0885-32-3997
徳木機構協力店第134号 株式会社スバル設計 三好市三野町太刀野5番地6 藤川　隆幸 0883-77-3466
徳木機構協力店第137号 株式会社エムズ 徳島市春日二丁目5-23 齋藤　修一 088-632-3656
徳木機構協力店第143号 有限会社ハートフルホーム 鳴門市大麻町板東字西平草65-1 宮本　公一 088-689-3818
徳木機構協力店第145号 中尾山建築事務所 三好郡東みよし町足代1960-1 中尾山　秀政 0883-79-3910
徳木機構協力店第148号 浅田工務店 海部郡美波町奥河内字寺前299 浅田　貴之 0884-77-1072
徳木機構協力店第152号 有限会社イズゲン 吉野川市鴨島町上下島317-12 武市　公博 0883-22-0188
徳木機構協力店第164号 株式会社Ota建築設計 吉野川市川島町学字大戸井112-5 太田　桂樹 0883-25-3137
徳木機構協力店第166号 草野鉄男建築工房 富山県富山市西新庄10-10 草野鉄男 076-433-7117
徳木機構協力店第174号 有限会社ストウ住建 徳島市昭和町八丁目87番の55 須藤　淳 088-654-0848
徳木機構協力店第176号 有限会社小松秀行建築工房 香川県高松市多肥上町1882番地36 小松　秀行 087-889-7871
徳木機構協力店第180号 有限会社畠山工務店 神奈川県川崎市高津区久末100 畠山　春彦 044-766-8627
徳木機構協力店第182号 有限会社　ゼン建 阿波市市場町大俣字久光28番地 井内　明人 0883-36-4111
徳木機構協力店第184号 美馬建築 徳島市国府町延命586-1 美馬　政博 088-642-8876
徳木機構協力店第186号 有限会社朝井建築 板野郡北島町中村字牛飼原1番地1 朝井　智仁 088-612-8137
徳木機構協力店第188号 島津臣志建築設計事務所 名東郡佐那河内村下字中津5番地7 島津　臣志 088-636-4006
徳木機構協力店第190号 小林木材株式会社 阿波市土成町成当989番地1 小林　照和 088-695-3001
徳木機構協力店第191号 株式会社沖設計 沖縄県石垣市字新川86-1 山田　義一 0980-82-2713
徳木機構協力店第195号 今川木材有限会社 徳島市幸町3丁目78の1 今川　大豪 088-622-5251


