平成２２年度秋田県木造建築アドバイザー名簿
No.

氏名

勤務先

勤務先住所

業種

勤務先電話番号

勤務先ＦＡＸ番号

1

鈴木 誠一 （株）汎建築設計事務所 秋田市保戸野すわ町14-23

建築設計

018-862-3449

018-862-3289

2

船木 眞之 まるふく建設有限会社 男鹿市船川港女川字鵜の崎7-24

住宅施工、建築設計

0185-27-2620

0185-27-2766

3

船木 義光 まるふく建設有限会社 男鹿市船川港女川字鵜の崎7-24

住宅施工、建築設計

0185-27-2620

0185-27-2766

住宅施工

018-874-2411

018-874-3947

4 畠山 ミチ子 （有）畠山建設工業

南秋田郡井川町坂本字三嶽下42-9

5

佐藤 正博 フジヒロ（株）

由利本荘市東由利黒渕字森ノ越128-1

住宅施工

0184-69-3092

0184-69-3088

6

三輪 良雄 （有）サンワホーム

北秋田市米内沢字大野岱140-2

住宅施工、建築設計

0186-72-4267

0186-72-4279

7

小林 秀康 （有）ヒデヨシ

大仙市大曲若葉町2-21

住宅施工、建築設計

0187-62-0607

0187-62-0607

建築設計

090-7799-5304

0183-72-7505

8

今 康博

今建築工房

湯沢市字中野53-5

9

加納 大輔 加納大輔建築アトリエ 湯沢市清水町１－１－２５

建築設計

0183-55-8708

0183-55-8709

10

福士 静夫 福士静夫・建築計画事務所 大館市片山町３丁目13-3

建築設計

0186-49-3451

0186-43-5681

11

佐藤 一衛 久ノ目建築

横手市睦成字関根67

住宅施工、建築設計

0182-33-1246

ten-128@beige.plala.or.jp

12

佐原 栄吉 建住開発

秋田市東通５丁目3-35

住宅施工

018-834-9030

018-834-9330

大仙市清水字新田清水15

住宅施工

0187-56-3711

0187-56-3092

秋田市八橋田五郎1-5-22

建築設計

018-864-7603

018-864-8530

建築設計

018-868-5352

018-863-5348

秋田市山王三丁目1-7東カンビル3F

建築設計

018-863-0136

018-863-0129

13

村上 満

（有）村上工務店

14

原田 協子 （有）原田構造設計室

15

淡路 孝次 （株）クリエイティブライフ 秋田市外旭川字三後田266-1

16

石塚 悟

（株）小畑設計事務所

17

松田 啓三 （有）松田建装

秋田市仁井田本町６丁目2-16

建築設計

018-839-1178

018-839-7278

18

笠井 孝人 （有）笠井工務店

能代市字姥懐104-11

住宅施工

0185-58-5700

0185-58-4871

19

佐藤 勝造

由利本荘市鳥海町小川字前田82-2

住宅施工、建築設計

0184-59-2630

0184-59-2630

20

藤島 勉

その他（プレカット）

0186-78-4257

0186-78-4259

佐藤勝造二級設計建築事務所

古河林業（株） 秋田工場 北秋田市上杉字金沢101-54

21

佐藤 千尋 横手建設（株）

住宅施工、建築設計

0182-32-1697

0182-33-4821

22

阿部 征巳 阿部まさみ建築設計事務所 山本郡八峰町八森字茂浦31-1

建築設計

0185-77-3430

0185-77-3430

23

倉田 光一 ひかり建築設計

横手市赤坂字後野35-2

建築設計

0182-35-6055

0182-23-7575

24

藤原 幸一 シグマ企画加納設計

湯沢市字沖鶴194-12

建築設計

0183-73-6797

0183-73-6837

25

鈴木 政勝 鈴木建築事務所

秋田市土崎港南３丁目3-6

住宅施工

018-857-0479

018-857-0479

26

齊藤 勝俊 （有）サイカツ建設

秋田市仁井田本町２丁目22-20

住宅施工

018-839-8037

018-839-8458

27

岩村 優幸 （有）岩村建匠

横手市十文字町睦合字真木80-3

住宅施工

0182-44-5301

0182-44-5596

28

鎌田 博幸 （株）住建トレーディング 秋田市楢山川口境7-19

住宅施工、建築設計

018-836-6808

018-836-6807

29

深澤 剛樹 （株）住建トレーディング 秋田市楢山川口境7-19

住宅施工、建築設計

018-836-6808

018-836-6807

30

三浦 敦史 （株）住建トレーディング 秋田市楢山川口境7-19

住宅施工、建築設計

018-836-6808

018-836-6807

31

菅原 大士 扇建設（株）

大館市比内町笹館字小森山31-1

建築設計

0186-55-0263

0186-55-0288

32 五十嵐 陽一 扇建設（株）

大館市比内町笹館字小森山31-1

建築設計

0186-55-0263

0186-55-0288

33

由利本荘市下大野14-1

34
35

若林 毅

（株）若林木材

田崎 康則 （有）田崎建設
三平 悟

（有）三平光一建築設計事務所

横手市前郷二番町7-13

その他（住宅資材等の販売）

0184-22-4051

0184-22-4050

秋田市河辺北野田高屋字上前田表73-4

住宅施工

018-882-2929

018-882-2699

秋田市旭南３丁目7-14

建築設計

018-862-6354

018-862-4125

36

藤原 誠一 奥羽住宅産業（株）

秋田市大町2丁目6-29

住宅施工、建築設計

018-865-1511

018-865-1609

37

斎藤 二郎 奥羽住宅産業（株）

秋田市大町2丁目6-29

住宅施工、建築設計

018-865-1511

018-865-1609

38 鈴木 有扶子 （株）長岐建築設計事務所 大仙市大曲上栄町13-60

建築設計

0187-62-4320

0187-62-0213

39

建築設計

018-828-1101

018-828-1102

三浦 和也 （株）ドリームビルド

秋田市浜田字館ノ丸152-15
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No.
40
41

氏名

勤務先

杉本 孝範 （株）杉本建設
原田 裕

（株）清水組

勤務先住所

業種

勤務先電話番号

勤務先ＦＡＸ番号

男鹿市船川港船川字柳沢70-5

住宅施工

0185-24-2372

0185-24-2372

男鹿市船越字船越285

住宅施工

0185-35-2012

0185-35-2014

住宅施工、建築設計

018-865-1511

018-865-1609

42

中村 瑞樹 奥羽住宅産業（株）

秋田市大町2丁目6-29

43

原田 博信 アネックス・ホーム

男鹿市船川港比詰字大沢田212-3

44

芳賀 誠

（株）Ｈａｇａホーム

仙北市角館町岩瀬下タ野138-8

建築設計

0185-24-2133

0185-24-2122

住宅施工、建築設計、その他（不動産）

0187-52-1288

0187-52-1289

45

佐藤 幸喜 （株）草階建築創作所

秋田市千秋明徳町3-43

建築設計

018-833-5555

018-832-3353

46

藤田 達雄 藤田建設

南秋田郡井川町浜井川字家ノ東133-21

住宅施工

018-874-2423

018-874-2423

47

鶴田 由希 （株）小野建築研究所

秋田市旭北錦町3-14

建築設計

018-888-4551

018-888-4552

48

佐々木 実 （株）草階建築創作所

秋田市千秋明徳町3-43

建築設計

018-833-5555

018-832-3353

49

八柳 博利 （有）城西産業

南秋田郡五城目町大川大川字西屋布31-2

住宅施工

018-823-4379

018-823-9511

50

鈴木 辰彦 鈴木建築

仙北市角館町山谷川崎大場82

住宅施工

0187-55-4091

0187-55-4091

51

建築設計

0186-35-3022

0186-35-3022

52 佐々木 多喜男 興栄建設（株）

豊下 茂

自営

大仙市大曲西根字西道地野502-2

その他（建築施工）

0187-68-2288

0187-68-4488

53

三浦 和夫 奥羽住宅産業（株）

秋田市大町2丁目6-29

住宅施工、建築設計

018-865-1511

018-865-1609

54

高橋 裕美 奥羽住宅産業（株）

秋田市大町2丁目6-29

住宅施工、建築設計

018-865-1511

018-865-1609

55

今野 春夫 （株）荒屋鋪建設

大仙市花館字下殿屋敷9番地

56

男鹿谷 隆 トーケンホーム（株）

秋田市山王新町19-37

57

渡部 隆男 センシンホーム

58

工藤 基次

59

草彅 幸栄 （有）伊藤住宅

（有）工藤基次建築設計事務所

鹿角市十和田錦木字冠田90-2

建築設計

0187-63-0405

0187-63-6005

住宅施工、建築設計

018-865-3322

018-865-3327

湯沢市杉沢字野々沢2-9

住宅施工

0183-72-4488

0183-72-4488

秋田市旭北栄町4-23

建築設計

018-865-1731

018-865-8635

住宅施工、建築設計

0187-66-2236

0187-66-1296

大仙市四ツ屋字上古道79
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