
令和元年度　県産材住宅コーディネーター名簿

福井市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（株）サンワビルド 910-0837 福井市高柳町3丁目3902 0776-57-0340 下牧　和成

（有）石川木材 910-3614 福井市在田町13-7 0776-98-5139 石川　敏英

（株）住まい工房 910-0063 福井市灯明寺3丁目331番地 0776-27-4320

（有）コンドー住建 918-8218 福井市河増町15-2 0776-54-4703 近藤　秋仁

宇佐美材木 910-3136 福井市川尻町41-68-1 0776-85-1546 宇佐美　嘉一

ヤオ設計 910-0005 福井市大手2丁目16-38 090-1313-9246 矢尾　憲一

まつもと設計 910-0836 福井市大和田2丁目202　Opmビル303 0776-54-7730 松本　要一

（株）塚田商事 910-0016 福井市大宮6丁目15番24号 0776-22-2991 織田大原　精三

（株）元矢工務店 910-0843 福井市西開発3丁目711-2 0776-53-6130 元矢　信一

上木建築 910-3136 福井市川尻町30-8 0776-85-1326 上木　善左ェ門

（株）小澤工務店 918-8075 福井市羽坂町34-29-1 0776-37-1259 小澤　雅志

林（孝）工務店 910-3405 福井市小丹生町2-14 0776-88-2515 林　孝男

協和住機（株） 910-0854 福井市御幸3-3-38 0776-23-3848 金子　郁枝

910-0855 福井市西方2-25-12　シャルム西方202 0776-60-0160 堀井　孝英

小村建築設計室 912-8004 福井市西木田1-18-18 0776-89-1350

浜本建設（株） 910-0001 福井市大願寺1-4-16 0776-26-3183 浜本　憲一

木村　佐和子

森下　和宣

こばやし建築舎 910-0033 福井市三郎丸1-401 0776-27-4566 小林　勉

（有）竹澤工務店 910-0102 福井市川合鷲塚町17-25-1 0776-55-0865 竹澤　継彦

前田木材（有） 919-0315 福井市西袋町18-15 0776-41-1995 前田　弘行

（株）アーサ 918-8238 福井市和田2-2113 0776-21-5322 山田　哲也

西田建設（株） 910-0016 福井市大宮2丁目26-35 0776-26-3609 秋田　耕一

協同組合　福井県建築設計監理協会 910-0859 福井市日之出5-4-7 0776-53-9810 五十嵐　鈞有

木村　次郎

関　英暁

福登建設（株） 918-8012 福井市花堂北2丁目15-21 0776-36-2315 清水　絹子

安実木材（株） 910-0806 福井市高木町52-33 0776-54-5313 坂口　昌代

武田建設（株） 918-8018 福井市大島町15-1 0776-38-4556 武田　武雄

（株）ウエキグミ 918-8015 福井市花堂南2丁目1-13 0776-35-4800 玉村　俊一

（有）足羽内装商店 910-2161 福井市脇三ヶ町6-50-1 0776-41-3641 毛利　文武

918-8203 福井市上北野1-7-7 0776-52-0008 恩地　政雄

918-8204 福井市南四ツ居1丁目20-1 0776-52-0008 徳丸　貴昭

株式会社　東畑建築設計事務所 918-8237 福井市和田東2-1912大橋ビル204 0776-25-2531

（有）イッセイホーム 910-0843 福井市西開発１丁目３０５－４ 0776-52-0822 伊勢谷　嘉広

竹内　啓修

波多野　郁子

藤堂建築事務所 918-8186 福井市中野2-1417 0776-38-6038 藤堂　永一

（株）髙倉木材 910-0855 福井市西方1-5-20 0776-23-2266 髙倉　健治

株式会社　ウエキグミ 918-8015 福井市花堂南2-1-13 0776-35-4800 田辺　利江子

(株)佐々木一級建築士事務所 910-0807 福井市高木北1-1017 0776-54-6985 野倉　勇樹

（株）パンセ 918-8004 福井市西木田4丁目5-23 0120-35-1900 大久保　耕作

（株）佐々木一級建築士事務所 910-0807 福井市高木北1-1017 0776-54-6985 野倉　勇樹

マンション経営保障（株） 910-0003 福井市松本4-11-11 0776-22-2200

上山　浩史

木田　桂以子

ケーシュウ・ワークス

0776-22-5609福井市順化2丁目24-2910-0023（株）センボー建築事務所

0776-21-7788福井市問屋町4丁目620918-8231永和住宅（株）

永森建設（株）

0776-36-0525福井市加茂河原2-2-22918-8057



令和元年度　県産材住宅コーディネーター名簿

敦賀市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（株）あめりか屋 914-0052 敦賀市長沢13-13-1 0770-22-0577 篠原　憲司

（有）丸和製材所 914-0141 敦賀市莇生野73号1番地の1 0770-22-3355 矢田　耕平

桒名　隆郎

桒名　秀美

（有）ハマダ・アーキテクチャル・コンサルタント 914-0131 敦賀市公文名5-70 0770-22-0283 浜田　肇一

（有）ハート工房 914-0806　 敦賀市松原町22-1-2 0770-22-1007 濱野　良平

小浜市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（有）カワベ・コーポレーション 917-0075 小浜市南川町19-4 0770-52-4949 川辺　盛雄

田辺　隆明

小堂　和樹

杉谷　光由

杉谷　知哉

古谷製材所 917-0036 小浜市中井21-22 0770-58-0006 古谷　経介

（株）かつらだ 917-0232 小浜市東市場54-10 0770-57-1155 桂田　定樹

大野市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（有）中村工務店 912-0017 大野市東中野1-1304 0779-65-7127 中村　昌嗣

（株）長田工務店 912-0416 大野市開発16-6 0779-64-1807 長田　博幸

西川　国夫

小玉　麻奈美

伊織建築（有） 912-0813 大野市上野63-6 0779-66-0587 伊織　一彦

（有）清水工務店 912-0021 大野市中野36-7 0779-66-4289 清水　保男

（株）木の家工房松谷建築 912-0067 大野市右近次郎40-48 0779-66-0683 松谷　茂樹

（株）石谷工務店 912-0071 大野市鍬掛20-1-1 0779-65-3625 石谷　洋一

（有）羽生建築工業 912-0437 大野市中据16-20 0779-65-0199

大南建設工業（株） 912-0023 大野市中荒井町1-821 0779-65-5580 大月　恵子

（有）井尾木材 912-0422 大野市佐開14-1-1 0779-64-1306 宮西　元信

坪井　和彦

勝山市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（有）竹島工務店 911-0056 勝山市北郷町坂東島48-32-2 0779-89-3119 竹島　正和

大北久保建設（株） 911-0033 勝山市栄町2丁目7-6 0779-87-1580 廣田　崇行

（有）丸山工務店 911-0035 勝山市郡町3丁目412番地 0779-88-4733 丸山　博導

（株）天野工務店 911-0812 勝山市猪野7-14 0779-87-3466 中桐　隆博

（有）壺内建築板金工業所 911-0034 勝山市滝波町4丁目512-1 0779-87-2325 壺内　一

勝山窯業（株） 911-0803 勝山市旭町2-758 0779-88-0609 中村　清恵

0770-52-1743小浜市山王前1丁目8-13917-0019杉谷建設（有）

0779-65-8519大野市糸魚町1-45912-0054（有）西川建築設計事務所

0770-52-0693小浜市小浜津島110917-0082（有）田辺製材所

0770-23-0112敦賀市港町15-8914-0079桑名建築設計事務所



令和元年度　県産材住宅コーディネーター名簿

鯖江市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（有）高田建築事務所 916-0026 鯖江市本町4丁目1-5 0778-52-7259 高田　健一郎

南部　市右衛門

南部　達也

（株）カワモリ 916-1222 鯖江市河和田町2-30-2 0778-65-0079 土田　正澄

井波　雅博

川崎　文香

三田村建築工房（有） 916-0034 鯖江市下新庄町52-70 0778-51-5459

（株）伍代工務店 916-0073 鯖江市下野田町25-7-2 0778-62-1258 大田　直人

（株）エステートブロードバンド 916-0019 鯖江市丸山町1丁目2-7丸山ビル102号室 0778-42-8272 堂下　浩一

タガハウス（株） 916-0022 鯖江市水落町4-3-23 0778-52-3152 三田村　里美

安藤　一美

安藤　啓介

（有）福田木材 916-0054 鯖江市舟津町2丁目2-2 0778-53-1210 笠原　徳史

らいふでざいん室・秀 916-0061 鯖江市平井町41-1-44 0778-62-1210 浅野　秀代

（株）ナチュレホーム 916-1102 鯖江市大野町30-13-1 0778-52-5507 坂井　努

atelier悠 916-0012 鯖江市東米岡2丁目3-20 0778-42-5345 廷々　隆史

大森建築 916-0042 鯖江市新横江1-5-11 0778-52-1368 大森　翼

金粕　武

あわら市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

西島木材（株） 919-0621 あわら市市姫5-6-33 0776-73-0150 西島　和之

大嶋建築企画 919-0633 あわら市花乃杜3丁目25-1 0776-73-3345 大嶋　了一

北越建設（株） 910-4105 あわら市舟津1丁目12-1 0776-77-2260 見澤　和則

越前市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

白産木工（株） 915-1201 越前市安養寺町84-18 0778-28-1668 竹本　三喜雄

（有）笠島工務店 915-0046 越前市西谷町15-28 0778-22-6377 笠島　幸一

（有）橋本製材所 915-0832 越前市高瀬1丁目20-34 0778-24-1028 橋本　景造

中西木材（株） 915-0801 越前市家久町63-11-1 0778-25-0065 中西　一雄

（有）サンウッド 915－0851 越前市畷町1-2-11 0778-25-7667 宮本　豊久

木重材木店 915-0811 越前市本多1丁目1-2 0778-22-4564 髙橋　則夫

（株）木だて家 915-0242 越前市粟田部町32-15-1 0778-42-1311 山田　満志

田地工務店 915-0001 越前市中新庄町61-107 0778-23-0771 田地　巧

佐々木工務店 915-0004 越前市北町83-9-1 0778-23-8048 佐々木　一哉

（有）マルセイ住宅産業 915-0852 越前市松森町２３－１３－２ 0778-21-1335 森谷　祐一郎

（有）田中静材木店 915-0085 越前市八幡２丁目99-90 0778-22-5025 田中　信

坂井市

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

のさか建築 910-0246 坂井市丸岡町西瓜屋7-5 0776-43-1578 野坂　俊三郎

西川晃治建築設計事務所 919-0479 坂井市春江町高江21-11 0776-51-9339 西川　晃治

長田材木（有） 919-0521 坂井市坂井町下新庄18-20-1 0776-66-7080 長田　整治

東角建設（株） 910-0251 坂井市丸岡町一本田福所22-24-3 0776-66-8023 大久保　明

ＡＲＣＲＥＡ（株） 910-0375 坂井市丸岡町南横地7-18 0776-76-8183 長谷部　真

下川建築家づくり工房合同会社 919-0485 坂井市春江町取次4-14 0776-51-2633 下川　孝幸

（有）南部木材 916-1114

（株）井波木材 916-1116

0778-65-1015鯖江市磯部町19-2-2

鯖江市川島町36-110 0778-65-1114

（有）安藤建設 916-1111 鯖江市上戸口町71-14 0778-65-1544



令和元年度　県産材住宅コーディネーター名簿

永平寺町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

清川建設（株） 910-1133 吉田郡永平寺町松岡春日3丁目76-1 0776-61-0184 清川　主税

（有）伊藤木材 910-1228 吉田郡永平寺町志比23-7 0776-63-3025 伊藤　宗征

竹原材木店 910-1133 吉田郡永平寺町松岡春日3-129 0776-61-0676 竹原　雅喜

采工舎 910-1102 吉田郡永平寺町松岡学園529 0776-61-1040 野口　省吾

野路　敏之

池田町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（有）谷本木材 910-2502 今立郡池田町野尻2-7 0778-44-6583 谷本　ふみ子

南越前町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（株）みつぐはうす工房 919-0131 南条郡南越前町今庄115-1-2 0778-45-1999 貢　繁幸

井上　政広

井上　茂広

寺尾　義信

寺尾　健一郎

（株）野崎工務店 919-0131 南条郡南越前町今庄84-28 0778-45-1181 乙部　一嘉

越前町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

黒田　隆之

佐々木　雅敏

山内建設（株） 916-0255 丹生郡越前町江波25-45-2 0778-32-2134 山内　喜代治

久保建築 916-0312 丹生郡越前町宿2-9 0778-37-0240 久保　正夫

坂口木材（株） 916-0215 丹生郡越前町織田92-108 0778-36-0061

(有)みもく 916-0111 丹生郡越前町小倉40-11 0778-34-5650 水島　嘉政

武田製材所 916-0272 丹生郡越前町樫津4-5 0778-32-2015 武田　裕己

美浜町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

（株）谷口工務店 919-1141 三方郡美浜町郷市47-5-1 0770-32-0744 谷口　直利

おおい町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

上中住建 917-0382 大飯郡おおい町名田庄久坂1-11 0770-67-2180 上中　雄一郎

（有）森本建築 917-0382 大飯郡おおい町名田庄久坂11-27-1 0770-67-2698 森本　正弘

丹生郡越前町織田7-16-1 0778-36-2200（有）ニューチップ 916-0215

（有）井上木材 919-0101 南条郡南越前町湯尾7-10-1 0778-47-2098

（有）寺尾製材所 919-0227 南条郡南越前町脇本5-21 0778-47-2054



令和元年度　県産材住宅コーディネーター名簿

若狭町

会社名 郵便番号 所在地 電話番号 氏　名

夢源建築（有） 919-1523 三方上中郡若狭町安賀里57-3-1 0770-62-2001 中野　喜代美

（株）西野工務店 919-1536 三方上中郡若狭町三宅80-32 0770-62-1234 中原　正樹

旭木材工業(株) 919-1331 三方上中郡若狭町鳥浜40-13-7 0770-45-0047 上野　勝久

（株）河合工務店 919-1542 三方上中郡若狭町井ノ口38-10 0770-62-1166 河合　誠

植野建築 919-1557 三方上中郡若狭町上野木55-13 植野　克彦

旭木材工業(株) 919-1331 三方上中郡若狭町鳥浜40-13-7 0770-45-0047 上野　貴浩

旭木材工業(株) 919-1331 三方上中郡若狭町鳥浜40-13-7 0770-45-0047 京　淳一

(株)ともえ屋 919-1316 三方上中郡若狭町井崎53-34 0770-45-2085 下南　善昭


