
[165名］ R3.10.7現在

（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類

1 宮城県 知事 村井 嘉浩 行政機関 研究・行政機関

2 仙台市 市⾧ 郡 和子 行政機関 研究・行政機関

3 石巻市 市⾧ 斎藤 正美 行政機関 研究・行政機関

4 塩竈市 市⾧ 佐藤 光樹 行政機関 研究・行政機関

5 気仙沼市 市⾧ 菅原 茂 行政機関 研究・行政機関

6 白石市 市⾧ 山田 裕一 行政機関 研究・行政機関

7 名取市 市⾧ 山田 司郎 行政機関 研究・行政機関

8 角田市 市⾧ 黑須 貫 行政機関 研究・行政機関

9 岩沼市 市⾧ 菊地 啓夫 行政機関 研究・行政機関

10 登米市 市⾧ 熊谷 盛廣 行政機関 研究・行政機関

11 東松島市 市⾧ 渥美 巌 行政機関 研究・行政機関

12 栗原市 市⾧ 佐藤 智 行政機関 研究・行政機関

13 大崎市 市⾧ 伊藤 康志 行政機関 研究・行政機関

14 蔵王町 町⾧ 村上 英人 行政機関 研究・行政機関

15 七ヶ宿町 町⾧ 小関 幸一 行政機関 研究・行政機関

16 大河原町 町⾧ 齋 清志 行政機関 研究・行政機関

17 村田町 町⾧ 大沼 克巳 行政機関 研究・行政機関

18 柴田町 町⾧ 滝口 茂 行政機関 研究・行政機関

19 川崎町 町⾧ 小山 修作 行政機関 研究・行政機関

20 丸森町 町⾧ 保科 郷雄 行政機関 研究・行政機関

21 山元町 町⾧ 齋藤 俊夫 行政機関 研究・行政機関

22 大和町 町⾧ 浅野 元 行政機関 研究・行政機関

23 色麻町 町⾧ 早坂 利悦 行政機関 研究・行政機関

24 加美町 町⾧ 猪股 洋文 行政機関 研究・行政機関

25 南三陸町 町⾧ 佐藤 仁 行政機関 研究・行政機関

26  東北大学大学院 工学研究科都市・建築学専攻 前田研究室 工学博士 前田 匡樹 研究機関 研究・行政機関

27  東北福祉大学総合マネジメント学部産業福祉マネジメント学科 工学博士 鈴木 康夫 研究機関 研究・行政機関

28  東北工業大学建築学部建築学科福屋研究室 准教授 福屋 粧子 研究機関 研究・行政機関

29 東北職業能力開発大学校応用課程 教授 松岡 亘 研究機関 研究・行政機関

宮城県CLT等普及推進協議会 会員名簿 



[165名］ R3.10.7現在

（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類

宮城県CLT等普及推進協議会 会員名簿 

30 七ヶ宿町森林組合 代表理事組合⾧ 高橋 茂美 林業 企業

31 白石蔵王森林組合 代表理事組合⾧ 黒井 榮作 林業 企業

32 川崎町森林組合 代表理事組合⾧ 最上 昇 林業 企業

33 仙南中央森林組合 代表理事組合⾧ 佐藤 正友 林業 企業

34 丸森町森林組合 代表理事組合⾧ 作間 淳一 林業 企業

35 宮城中央森林組合 代表理事組合⾧ 赤間 ⾧男 林業 企業

36 黒川森林組合 代表理事組合⾧ 佐藤 豊彦 林業、木製品製造業 企業

37 大崎森林組合 代表理事組合⾧ 古内 公雄 林業 企業

38 栗駒高原森林組合 代表理事組合⾧ 佐藤 則明 林業 企業

39 東和町森林組合 代表理事組合⾧ 及川 清 林業 企業

40 登米町森林組合 代表理事組合⾧ 佐々木 照雄
林業、木材・木製品製

造業
企業

41 津山町森林組合 代表理事組合⾧ 高橋 平克 林業 企業

42 南三陸森林組合 代表理事組合⾧ 佐藤 久一郎 林業 企業

43 本吉町森林組合 代表理事組合⾧ 大江 義郎 林業 企業

44 気仙沼市森林組合 代表理事組合⾧ 齋藤 司 林業 企業

45 石巻地区森林組合 代表理事組合⾧ 大内 伸之 林業 企業

46 宮城十條林産株式会社 代表取締役 亀山 武弘 林業、木製品製造業 企業

47 株式会社松山産業 代表取締役 只埜 康治 林業 企業

48 有限会社米澤製材所 代表取締役 米澤 光秀 林業、木製品製造業 企業

49 守屋木材株式会社 代表取締役 守屋 ⾧光
木材・木製品製造業、

大工工事
企業

50 株式会社オギノ 代表取締役 荻野 誠也 木製品製造業 企業

51 株式会社ホーム建材店 代表取締役 木村 良将 木材・木製品製造業 企業

52 株式会社タカカツ建材 代表取締役 髙橋 勝典 木材・木製品製造業 企業

53 株式会社三浦材木店 代表取締役 三浦 秀悦 木材・木製品製造業 企業

54 ヤマモト木材有限会社 代表取締役 及川 勝一郎 木材・木製品製造業 企業

55 株式会社佐藤製材所 代表取締役 佐藤 裕康 木材・木製品製造業 企業

56 株式会社山大 代表取締役社⾧ 髙橋 暢介 木材・木製品製造業 企業

57 石巻合板工業株式会社 取締役社⾧ 野田 四郎 木材・木製品製造業 企業

58 西北プライウッド株式会社 代表取締役社⾧ 井上 篤博 木材・木製品製造業 企業
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（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類

宮城県CLT等普及推進協議会 会員名簿 

59 セイホク株式会社 代表取締役社⾧ 井上 篤博 木材・木製品製造業 企業

60 ウッド新沼株式会社 代表取締役 新沼 豊 木材・木製品製造業 企業

61 有限会社日野製材所 代表取締役 日野 正勝 木材・木製品製造業 企業

62 ＳＭＢ建材株式会社東日本建材本部 木構造建築部⾧ 永井 敏浩 木製品製造業，建設業 企業

63 ティンバラム株式会社 仙台事務所 代表取締役 金子 智昭 木製品製造業 企業

64 株式会社シェルター 仙台支社 代表取締役 木村 一義 木製品製造業 企業

65 兼松サステック 保存木材営業部 東日本営業課⾧ 宮地 利幸 木製品製造業 企業

66 株式会社ザイエンス 東北営業所 所⾧ 郡 健太 木製品製造業 企業

67 株式会社風憩セコロ 代表取締役 花田 正実 木製品製造業 企業

68 せんだいヤタイ 代表 大平 啓太
木製品製造業

設計事務所
企業

69 ウイング株式会社 東北支店 取締役 東北支店⾧ 橋本 宰
木材・木製品製造業，

建設業(大工工事)
企業

70 株式会社仙台木材市場 代表取締役 守屋 ⾧光 その他(木材流通） 企業

71  日本製紙木材株式会社 東北支店仙台営業所
支店⾧代理兼仙台営業所⾧

漆畑 誠
その他(木材流通） 企業

72 木村木材株式会社 代表取締役社⾧ 青木 伸夫 その他(木材流通） 企業

73 株式会社木材スーパーエンドー 代表取締役 遠藤 秀一 その他(木材流通） 企業

74 ナイス株式会社 仙台営業所 所⾧ 福原 泰斗
その他（木材・建材

卸）
企業

75 大建工業株式会社 東北支店 支店⾧ 柴崎 茂之
その他（建築資材メー

カー）
企業

76 株式会社オーシカ 仙台営業所 所⾧ 木村 達哉 その他(接着剤） 企業

77 シネジック株式会社 代表取締役社⾧ 苅部 泰輝
その他(小売業・ビス

等）
企業

78 田島ルーフィング株式会社 仙台営業所 所⾧ 鈴木 弘
その他（防水・床・緑

化資材）
企業

79 株式会社泰栄産業 代表取締役 嶋 功二
その他（製材・木工機

械商社）
企業

80 株式会社タナカ 住宅資材 仙台営業所 東日本ブロック⾧ 石川 修一
その他（建築用金物製

造）
企業

81 日本興業株式会社 東北営業所 所⾧ 川村 正人
その他（ｺﾝｸﾘｰﾄ製品製

造）
企業

82 ＢＸカネシン株式会社 仙台営業所 所⾧ 富岡 謙一郎
その他（金物メー

カー）
企業

83 株式会社染野製作所 仙台営業所 所⾧ 小倉 勝也 その他(銅製床製造業) 企業

84 株式会社ユーメディア 代表取締役 今野 均
その他(広告代理兼・印刷・イ

ベント・映像・WEB)
企業

85 株式会社オカムラ 仙台支店 支店⾧ 森 勇一
その他（スチール家具

製品販売）
企業

86 有限会社環境デザイン工房 代表取締役 秋山 哲也 設計事務所 企業

87 株式会社松下設計 仙台支社 支店⾧ 本田 彰 設計事務所 企業
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（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類

宮城県CLT等普及推進協議会 会員名簿 

88 株式会社楠山設計 代表取締役 大宮 利一郎 設計事務所 企業

89 装建工業株式会社 代表取締役 佐藤 雅友
設計事務所、建設業(そ

の他）
企業

90 株式会社COS設計 代表取締役 川口 裕子 設計事務所 企業

91 株式会社図設計 代表取締役 高橋 雷人 設計事務所 企業

92 有限会社髙橋建築設計事務所 代表取締役 髙橋 清秋 設計事務所 企業

93 株式会社Ｏ設計 代表取締役 奥山 和典 設計事務所 企業

94 株式会社鎌田建築設計事務所 代表取締役 鎌田 孝一 設計事務所 企業

95 株式会社集建築設計事務所 代表 佐藤 孝志 設計事務所 企業

96 有限会社ガルボ空間工房 代表取締役 齋藤 健太郎 設計事務所 企業

97 株式会社ＳＰＡＺＩＯ建築設計事務所 代表取締役 安達 揚一 設計事務所 企業

98 株式会社創建設計 代表取締役 早坂 寛志 設計事務所 企業

99 株式会社鈴木弘人設計事務所 代表取締役 鈴木 弘人 設計事務所 企業

100 株式会社鈴木建築設計事務所 仙台設計室 代表取締役 藤原 薫 設計事務所 企業

101 株式会社盛総合設計 代表取締役 栗原 将光 設計事務所 企業

102 株式会社石巻設計センター 代表取締役 齋藤 浩喜 設計事務所 企業

103 株式会社エスエー設計 代表取締役 山内 一彦 設計事務所 企業

104 株式会社東北三興設計事務所 代表取締役 井戸川 隆一 設計事務所 企業

105 株式会社東山設計 代表取締役 東山 圭 設計事務所 企業

106 株式会社ＡＬ建築設計事務所 代表取締役 堀井 義博 設計事務所 企業

107 株式会社佐藤総合計画 東北オフィス
執行役員東北オフィス代表

早川 謙二
設計事務所 企業

108 株式会社構建築設計事務所 代表取締役 徳田 伸治 設計事務所 企業

109 株式会社昴設計 代表取締役 高橋 孝喜 設計事務所 企業

110 株式会社菅野宏史建築設計事務所 代表取締役 菅野 宏吏 設計事務所 企業

111 株式会社関・空間設計 代表取締役 渡邉 宏 設計事務所 企業

112 株式会社櫻田建築設計事務所 代表取締役 佐々木 昌喜 設計事務所 企業

113 株式会社久慈設計 仙台支社
取締役専務執行役員 仙台支社⾧

小川 茂樹
設計事務所 企業

114 カメイエンジニアリング株式会社 代表取締役社⾧ 成田 諭 設計事務所 企業

115 有限会社エース・プランニング 代表取締役 安田 功明 設計事務所 企業

116 小川設計一級建築設計事務所 代表取締役 小川 俊彦 設計事務所 企業



[165名］ R3.10.7現在

（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類
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117 株式会社丹青社 東北営業所 所⾧ 星野 公一 設計，建設業 企業

118 有限会社ササキ設計 代表取締役 佐々木 文彦 設計事務所 企業

119 株式会社佐藤建設 代表取締役 佐藤 善一 建設業（建設一式） 企業

120 株式会社サカモト 代表取締役社⾧ 大沼 毅彦 建設業（建築一式） 企業

121 セルコホーム株式会社 代表取締役社⾧ 新本 考 建設業（建築一式） 企業

122 株式会社深松組 代表取締役社⾧ 深松 努 建設業（建築一式） 企業

123 株式会社北洲 代表取締役社⾧ 村上ひろみ 建設業（建築一式） 企業

124 株式会社村田工務所 代表取締役 村田 秀彦 建設業(建築一式） 企業

125 有限会社ハウスサプライセンター 代表取締役 伊藤 真人 建設業（建築一式） 企業

126 株式会社ヤマムラ 仙台支店 支店⾧ 西村 研 建設業（建築一式） 企業

127 山庄建設株式会社 代表取締役 山内 学治 建設業 企業

128 株式会社阿部和工務店 代表取締役社⾧ 舩山 克也
建設業（土木一式・建

築一式）
企業

129 コペルハウス株式会社 代表取締役 高橋 秀樹
建設業（建築一式・大

工工事）
企業

130 物林株式会社東北建設事業部 建設事業部⾧ 勝田 幸仁朗 建設業(大工工事） 企業

131  大和ハウス工業株式会社 仙台支社住宅事業部営業課 事業部⾧ 冨田 道久 建設業（建築一式） 企業

132 株式会社斎藤工務店 代表取締役 斎藤 孝一
建設業（土木・建築・

大工・他）
企業

133 積水ハウス株式会社 仙台シャーメゾン支店 支店⾧ 川村 英史 建設業（建築一式） 企業

134 株式会社橋本店 代表取締役社⾧ 佐々木 宏明 建設業（建築一式） 企業

135 共立建設株式会社 東北支店 執行役員支店⾧ 門間 喜美男 建設業（建築一式） 企業

136 株式会社仙北建設 代表取締役 髙橋 克幸
建設業（土木一式，建

築一式）
企業

137 株式会社⾧谷川萬治商店 仙台支店 執行役員仙台支店⾧ 岡野和夫 建設業（建築一式） 企業

138 奥田建設株式会社 代表取締役 奥田 智
建設業（土木一式，建

築一式）
企業

139 新東総業株式会社 代表取締役 新田 秀悦 建設業 企業

140 株式会社ユニホー 仙台支店 仙台支店⾧ 西村 英樹 設計，建設業 企業

141 セイホクホーム株式会社 代表取締役社⾧ 阿部 秀己 建設業 企業

142 株式会社佐善工務店 代表取締役 佐藤 善和
建設業（建築一式・大

工工事）
企業

143 阿部建設株式会社 代表取締役 大槻 秀樹 建設業（建築一式） 企業

144 株式会社江村工務店 代表取締役 江村 克志
建設業（建築一式・大

工工事）
企業

145 皆成建設株式会社 代表取締役 南 達哉
建設業（土木一式，建

築一式）
企業



[165名］ R3.10.7現在

（業種別内訳） 企 業：125 社， 行 政 機 関 等：29， 団 体：8 企業（賛助会員）：3

No. 会社名 代表者名 業種分類 入会分類

宮城県CLT等普及推進協議会 会員名簿 

146 ヒノケン株式会社 代表取締役 日野 正敦
建設業（土木一式，建

築一式）
企業

147 株式会社ラスコジャパン 仙台営業所 所⾧ 鈴木 信弘 建設業（土木一式） 企業

148 株式会社古川土地 代表取締役 早坂 竜太
建設業（土木一式，建

築一式）
企業

149 株式会社加藤工務店 代表取締役 加藤 勲 建設業（建築一式） 企業

150 株式会社藤山工務店 代表取締役 藤山 修一
建設業（土木一式，建

築一式）
企業

151 株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 正則 建設業（建築一式） 企業

152 株式会社ジャクエツ 仙台店 店⾧ 辻 健次郎 建設業 企業

153 仙建工業株式会社 代表取締役社⾧ 中村 知久 建設業 企業

154 株式会社七十七銀行 代表取締役 小林 英文 その他（銀行） 企業

155 一般社団法人宮城県建築士会 会⾧ 砂金 隆夫 団体 団体

156 一般社団法人宮城県建築士事務所協会 会⾧ 高橋 清秋 団体 団体

157 公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地域会 ＪＩＡ 地域会⾧ 早坂 陽 団体 団体

158 一般社団法人日本建築構造技術者協会東北支部 ＪＳＣＡ 支部⾧ 平山 浩史 団体 団体

159 一般社団法人東北建築構造設計事務所協会 ＴＳＡ 会⾧ 井戸川 隆一 団体 団体

160 一般社団法人宮城県建設業協会 会⾧ 千葉 嘉春 団体 団体

161 宮城県森林組合連合会 代表理事会⾧ 佐藤 正友 団体 団体

162 宮城県木材協同組合 理事⾧ 千葉 基 団体 団体

＜賛助会員＞

163 藤寿産業株式会社 代表取締役社⾧ 蔭山 寿一
木材・木製品製造業，

建設業
企業（賛助会員）

164 株式会社オノツカ 代表取締役 小野塚 昇一 木材・木製品製造業 企業（賛助会員）

165 ファミリボード株式会社 代表取締役社⾧ 遠山 雅美 木製品製造業 企業（賛助会員）

＜アドバイザー＞

仙台森林管理署 署⾧ 清水 俊二 アドバイザー

宮城北部森林管理署 署⾧ 仙北谷 誠 アドバイザー


