地域型住宅グリーン化事業 平成３０年度採択グループ一覧
採択
No

グループ名称

1 上川・空知 良い家を創る会

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

TAISETSU 恵みの家

北海道旭川市忠和６条7丁目3-9 株式会社ホームテック

2 上川「快適ライフ」の家研究会

上川「快適ライフ」の家

北海道旭川市東鷹栖四線10号4株式会社ブルケン東日本
株式会社ブルケン東日本
15
旭川営業所

3 グリーンｌｉｆｅくしろ

湿原の風と光の家

北海道釧路郡釧路町光和2丁目
株式会社ミヤケ
11番地

株式会社ミヤケ

4 北海道ブランドの優良住宅を考える会

北海道ブランド優良住宅

北海道札幌市西区宮の沢1条1丁
株式会社北工房
目1-30

株式会社ニヘイ

5 北海道ビルダーズ協会

北方型住宅長期優良住宅

北海道札幌市中央区大通西5丁
武部建設株式会社
目11 大五ビル5階

一般社団法人北海道ビル
ダーズ協会

6 北の四季彩

北の四季彩｢連｣

北海道札幌市中央区北1条西10 シノザキ建築事務所株式
丁目1-17
会社

株式会社ヤマチコーポレー
ション

7 北海道ネオマリーダーズクラブ

北海道外断熱長期優良住宅

北海道札幌市中央区北2条西1丁
株式会社アートホーム
目１ マルイト札幌ビル3Ｆ

旭化成建材株式会社 札
幌支店

8 住宅環境推進協議会北海道

北海道のトド松・カラ松住宅「森緑の家」

北海道札幌市白石区中央2条7丁
株式会社橋本建設
目1番１号

株式会社クワザワ

9 道産子の樹づなの会

蝦夷の絆の家

北海道士別市中士別町四線東15 有限会社アーキッシュ・
番地
コーポレーション

有限会社アーキッシュ・
コーポレーション

10 北方型住宅推進の会

木材素材活用型

北海道上川郡東川町北町7丁目 株式会社旭川プレカットセ 株式会社旭川プレカットセ
11番1号
ンター
ンター

11 フロンティアspirits北海道

N50°

北海道石狩郡当別町緑町259-8

12 道産材で造る家の会

道産材活用住宅

北海道石狩市花川東2条1丁目1
三津橋産業株式会社
番地

13 十勝２ｘ４協会

「信頼・安心の絆４０年」とかち２ｘ４エコ住 北海道帯広市緑ヶ丘１条通5丁目
株式会社赤坂建設
8番1
宅

ウッズ建築設計事務所

14 函館みどりの会

道南の健康住宅

北海道函館市浅野町1番2号

株式会社吉田産業 函館
支店

15 未来家イカす会

函館未来家 Build7

北海道函館市東山町１２１－１８１ 有限会社ウッド工房

有限会社ウッド工房

16 オホーツクの四季と家を考える会

オホーツクの四季に住まう家

北海道北見市公園町139番地21 有限会社アティア

有限会社アティア

17 北海道ファース会

大地と住み継ぐ家

北海道北斗市中野通324番地

株式会社福地建装

18 道東地区の快環生活を考える会

快環生活の家

北海道網走郡大空町女満別本通
株式会社岩原
四丁目1番7号

株式会社岩原

19 奥津軽長寿の家を考える会

奥津軽長寿の家

青森県つがる市柏稲盛岡本94

有限会社白戸建設

株式会社吉田産業 五所
川原支店

20 あずましい家を造る会

奥津軽あったか住宅

青森県五所川原市金木町芦野
365-384

有限会社なかにし

有限会社なかにし

21 青森県優良住宅協会

青森型優良住宅「未来tunagu家」

青森県弘前市神田2-3-12

日野建ホーム株式会社

株式会社石郷岡

22 YJK会【やっぱり地元の工務店が一番会】

TsuGaru

青森県弘前市神田2-3-12

株式会社石郷岡

株式会社石郷岡

23 雪国型安心住宅研究会

雪国型安心の家

青森県弘前市大字外崎５丁目８
－２

株式会社かさい材木店

株式会社かさい材木店

24 未来へつなげる安心住宅 WAZA

北国の安心住宅

青森県三戸郡五戸町天満後39-6 株式会東洋ハウス工業

株式会社ブルケン東日本

25 地場工務店 二代目が集結【しんけん会】

十和田湖杉活用住宅「Ｗａのいえ」

青森県三沢市大字三沢字堀口
94-1339

株式会社下久保建材店

株式会社下久保建材店

26 住宅を考える工務店の会

青森県産材合板で作る青森型グリーン化
青森県十和田市東三番町3-41
住宅

平野商事株式会社

平野商事株式会社

27 北国の快適で健康に住める住宅を推進する会

北国の快適で健康に住める住宅

青森県十和田市穂並町10-37

株式会社頭久保

株式会社頭久保 十和田
店

28 優良住宅を考える会

合法木材で「安心の家」

青森県上北郡東北町字家の下42 ヤマメイ株式会社

ヤマメイ株式会社 上北支
店

29 雪国地域型住宅研究会

雪国の家

青森県青森市大字石江字江渡37
齋藤木材株式会社
番地

株式会社赤石材木店

30 時を重ねる会

Next Wood House

青森県青森市大字油川字柳川1
丸重木材工業株式会社
番地の7

丸重木材工業株式会社

31 津軽「匠」の会

津軽「あずましい家」

青森県青森市堤町2丁目1-19

株式会社三上材木店

株式会社小池銘木店

32 あおもりの家

あおもり快適住宅

青森県青森市浜館字間瀬36-1

株式会社小畑材木店

株式会社小畑材木店

33 想家の会

SOYA

青森県青森市緑2丁目16-21

株式会社Fractal設計事務 株式会社Fractal設計事務
所
所

34 ワイエス住環境研究会

笑顔あふれる暖かい家

青森県八戸市卸センター二丁目
株式会社吉田産業
3-30

株式会社吉田産業 八戸
支店

35 南部家造りひかり会

南部快適木の家

青森県八戸市卸センター二丁目
小幡建設工業株式会社
3-30

株式会社吉田産業 八戸
支店

36 三八快適住宅の会

三八快適の家

青森県八戸市青葉2-12-14

株式会社丸勝木材

株式会社丸勝木材

37 八戸すまい長持建築会

さんりく地域型住宅

青森県八戸市大字河原木字海岸
南部木材株式会社
18番地5

南部木材株式会社

1

株式会社ホームテック

株式会社わたなべ建築工 株式会社わたなべ建築工
房
房

有限会社鈴木建設

株式会社福地建装

三津橋産業株式会社 札
幌支店

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

38 青森県南部地域型住宅を考える会

青森県南部地域型住宅

青森県八戸市大字美保野13-246 株式会社中村木材店

39 『元気の出るe住まい』

青い杜のe家

グループ事務局
所属
株式会社中村木材店

青森県平川市新館藤山16番地1 株式会社今井産業

株式会社今井産業

津軽工務店会 地域資源循環型住宅供給グルー
津軽 山の恵みの家
40 プ

青森県平川市日沼冨田19番地7 有限会社石田建設

株式会社吉田産業 弘前
支店

41 省エネ健康住宅を考える会

省エネ健康住宅

岩手県一関市赤荻字月町164

株式会社アズマハウジン
グ

株式会社吉田産業

42 わが街大工の住まいるネットワーク

イーハトーブ 森の恵み３ツ星ハウス

岩手県一関市千厩町字摩王１２
－１

有限会社タカラ住建

永沢木材株式会社

43 やまゆりの会

日本のふる里の家

岩手県遠野市松崎町白岩15地割
株式会社泉商店 遠野店 株式会社泉商店 遠野店
13番地5

44 いわてゼロエネ住宅会

いわて未来環境住宅

岩手県花巻市卸町16番地

45 チェールアルコの家研究会

チェールアルコの家

岩手県花巻市桜木町2丁目10番
藤正建設株式会社
地1

株式会社嶋勘商店

46 THMネット’９９

快適な住まい

岩手県花巻市大通り1-3-5 ﾋﾞｼﾞ
株式会社クラフトワーク
ﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ1号室

株式会社クラフトワーク

47 枠組壁工法優良の家の会

家族をつなぐ家

岩手県花巻市矢沢第10地割1番
株式会社インデュアホーム 株式会社インデュアホーム
地1

48 暖かい住環境研究会

暖かい住まい

岩手県岩手郡雫石町丸谷地30有限会社小林ハウス
79

有限会社小林ハウス

49 いえもりの会北東北

活木活木(いきいき)住宅

岩手県久慈市夏井町大崎第15地
有限会社女澤工務店
割１番地1

有限会社マルヒ製材

50 北リアス・里山の木 家ネット

海、山を結ぶ・里山の木の家

岩手県久慈市新井田第4地割21
有限会社村田建業
番地2

株式会社黒沼建築設計事
務所

51 北三陸 家づくり協議会

北三陸 四季香る家

岩手県久慈市長内町第21地割50
株式会社サンホームズ
番地1

株式会社ヤマイチ

52 地球にやさしい家づくりの会

住む人が癒される家

岩手県久慈市長内町第23地割30
ゆう建築設計株式会社
番3

ゆう建築設計株式会社

53 中三陸 家づくり協議会

中三陸 四季香る家

岩手県宮古市崎鍬ケ崎第１１地
割１６番地１９

フェニーチェホーム南洋株
式会社

54 南部棟梁の会

南部匠の暖かい家

岩手県九戸郡軽米町軽米3－66
中里建業
－4

合資会社長谷川金物店

55 驚異の職人集団シクーロ住宅研究会

寒い郷の快適住宅

岩手県九戸郡軽米町大字軽米
16-37-35

株式会社ブルケン東日本
軽米営業所

56 北東北長期優良推進グループ

代々長持ち住宅

岩手県紫波郡紫波町日詰西2丁
有限会社システムテック
目5-16

有限会社大清建設

57 盛岡寒地住宅研究会

かんちのいえ

岩手県紫波郡矢巾町流通セン
ター南4丁目1番6号

有限会社ホーム・リアノ

株式会社ヤマイチ 盛岡支
店

58 倖棲の会

倖棲の家

岩手県盛岡市みたけ三丁目3719

有限会社ホクブプランニン
北日本ホーム株式会社
グ

59 次世代快適健康住宅を考える会「岩手中央」

次世代快適健康住宅～暖かい家～

岩手県盛岡市みたけ四丁目7-55 株式会社八重働工務店

株式会社吉田産業 盛岡
支店

60 岩手住環境技術研究会

いわて住環エコハウス

岩手県盛岡市津志田西1-17-33 株式会社タックホーム

株式会社タックホーム

61 いわて地域型住宅研究会

いわて温もりの家

岩手県盛岡市湯沢16-20

小原建設

株式会社建販

62 岩手家づくり友の会

長期に住まう エコ・ハウス

岩手県二戸市石切所川原33-2

有限会社上遠野工務店

三協テック株式会社

63 北いわて快適住まいづくりの会

快適北いわての家

岩手県二戸市堀野字長地75-4

株式会社松本

株式会社菅文

64 東北優良住宅研究会 宮城支部

みやぎ 自然とふれあい、家族の絆を育
む家

岩手県北上市北鬼柳33-70

株式会社都市リサーチ設
計

株式会社北洲

65 東北優良住宅研究会 岩手支部

いわて 自然とふれあい、家族の絆を育む
岩手県北上市北鬼柳33-70
家

千葉建設株式会社

株式会社北洲

66 次世代快適健康住宅を考える会

次世代快適健康住宅『笑顔の家』

岩手県北上市流通センター23-12 有限会社日高見工務店

67 暖かい木の家を作る会

暖かい木の家

宮城県遠田郡美里町関根字鹿嶋 株式会社木材スーパーエ 株式会社木材スーパーエ
124
ンドー
ンドー

68 北国のいい暮らしを創る会

大震災から学んだ「人と木と絆の家」

宮城県加美郡加美町字押登目
29-7

69 ワーク

気仙沼地域型復興住宅

宮城県気仙沼市古町一丁目４番
株式会社クマケー建設
１０号

70 住環境を考える会

『岩手・宮城 未来に繋ぐ快適環境住宅』

宮城県気仙沼市田谷9番地6

71 近くの木と職人でつくる家づくり

ギコギコバンバンスタイル

宮城県宮城郡利府町加瀬字南浦
有限会社伊藤工設計
4

有限会社伊藤工設計

72 宮城“良”質な家を創る会

宮城“良”質な家

宮城県柴田郡大河原町新南67-2 株式会社渋良建材店

株式会社渋良建材店

73 宮城の伊達な杉の家を創る会

宮城の伊達な杉の家

宮城県石巻市雲雀野町一丁目7株式会社山大
1

株式会社山大

74 宮城住創造研究会

宮城快適住宅

宮城県仙台市宮城野区岩切字入
大東ハウジング株式会社
山１１番地

大東ハウジング株式会社

75 「みやぎ版住宅」タウンプロジェクト

「みやぎ版住宅」

宮城県仙台市宮城野区苦竹二丁
株式会社ホーム建材店
目7-5

株式会社ホーム建材店

一般社団法人 気仙沼地域住宅生産者ネット

2

花住ホーム株式会社

南洋建材株式会社

有限会社陳場工務店

株式会社ハウズサポート
宮城

株式会社坂田建材

株式会社吉田産業

株式会社ハウズサポート
宮城
一般社団法人気仙沼地域
住宅生産者ネットワーク

有限会社トータルハウジン
株式会社千葉誠
グ

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

76 「山からの家造り」を進める会

強く・暖かい家

宮城県仙台市宮城野区中野1-5- フォースワンホールディン
7
グス株式会社

フォースワンホールディン
グス株式会社

77 みやぎ家創りの会

わたし達かぞくの家

宮城県仙台市宮城野区中野字上
株式会社produce・D
小袋田18番1

株式会社グリーンハウ
ザー

78 グリーンハウザー共の会

グリーン化住宅

宮城県仙台市宮城野区中野字上 株式会社グリーンハウ
小袋田18番1
ザー

株式会社グリーンハウ
ザー

79 みやぎの幸せの家

みやぎ地域型復興住宅

宮城県仙台市若林区卸町三丁目
株式会社カネソ曽根建業
1-21

株式会社吉田産業 仙台
支店

80 一般社団法人宮城県優良住宅協会

自然と調和し家族の絆を大切にする家

宮城県仙台市若林区河原町一丁
伊藤建設株式会社
目2-45

一般社団法人宮城県優良
住宅協会

81 みやぎ・木のぬくもりが育てる愛奏の家つくる会

みやぎ・木のぬくもりが育てる愛奏の家

宮城県仙台市若林区荒井２丁目
株式会社和楽家
１０番地の１０

株式会社たかだ 仙台支
店

82 みやぎ版ゼロエネ住宅推進ネットワーク

みやぎ版ゼロエネ推進住宅

宮城県仙台市青葉区栗生5丁目
株式会社橘綜合住宅
22番地2号

株式会社橘綜合住宅

83 グリーンビルディングプロジェクト

グリーンビルディングプロジェクト

宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 チャネルオリジナル株式会 チャネルオリジナル株式会
仙台本町ﾎﾝﾏﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F
社
社

84 家づくりネットワークやまがた

やまがたの家

宮城県仙台市青葉区本町2-18株式会社シェルター
21タケダ仙台ビル4F

85 南東北地域型住宅ネットワーク

南東北Re-Bornの家

宮城県仙台市泉区加茂1丁目28- 株式会社ベンチャーデザイ 株式会社ベンチャーデザイ
2
ン
ン

86 みやぎ長期優良住宅化を推進する会

人に自慢したくなる家

宮城県仙台市泉区松森字陣ヶ原
株式会社スイコー
50-1

株式会社スイコー

87 木と調和する会

木とハーモニーの家

宮城県仙台市泉区南中山5丁目
株式会社ハーモテック
4-14

株式会社ハーモテック

88 仙台東省エネグループ

仙台東省エネ住宅

宮城県多賀城市大代4丁目15-19

株式会社鎌田建築設計事 株式会社鎌田建築設計事
務所
務所

89 これからのイエ プロジェクト

これからのイエ

宮城県東松島市小野字中央5-5

株式会社レゴハウス・クリ
エーション

90 東北家守りネットワーク

地域優良住宅『木継な(絆)の家』

宮城県東松島市小野字中央5-5 株式会社花坂ハウス工業 株式会社花坂ハウス工業

91 ＡＬＬみやぎ住まいラボ

みやぎ木魂と暮らす家

宮城県名取市愛島笠島字桜町22
株式会社渋谷木材店
番地

株式会社渋谷木材店

92 新しい東北の暮らしを考える会

災害に強い健康エコ住宅

宮城県名取市飯野坂字北沖105株式会社牡鹿観光
1

パナソニックリビング北海
道・東北株式会社

93 仙南建築匠会

仙南匠の家

宮城県亘理郡山元町大平字畑中
仙南ベニヤ株式会社
９－２

仙南ベニヤ株式会社

94 秋田緑の会

自然育む秋田の家

秋田県横手市横手町字大関越
164

有限会社村上工務店

株式会社吉田産業

95 『よこての森を育む家』普及推進協議会

県産材100％住宅『よこての森を育む家』

秋田県横手市大沢字西野25

三又建設株式会社

三又建設株式会社 横手
本店

96 横手雪国の家研究会

県産材住宅 横手雪国の家

秋田県横手市平鹿町醍醐字下油
株式会社住建
川76-1

株式会社住建

97 秋田の住まい研究会

健康快適秋田の家

秋田県秋田市卸町二丁目４番３
号

株式会社吉田産業

98 秋田地産地消の家づくり部会（山工会）

秋田地産地消の家

秋田県秋田市御所野湯本三丁目
株式会社佐々木建材店
1番5号

山二建設資材株式会社

秋田スギの香る家

秋田県秋田市高陽青柳町1-43

有限会社小坂工務店

秋田県建設技能組合連合
会

100 秋田こだわり木の家協議会

秋田こだわり住宅

秋田県秋田市寺内字蛭根85-38

株式会社住建トレーディン 株式会社角繁 秋田事業
グ
センター

101 県南の木を利用する会

県南の家

秋田県仙北郡美郷町六郷字小安
合資会社高梨製材所
門200

株式会社高英 プレカット
事業部

102 秋田北浦山林再生を考える会

秋田北浦杉の家

秋田県仙北市角館町水ノ目沢
79-1

株式会社黒澤製材所

103 大館ロングライフ・ハウス

大館ロングライフ・ハウス

秋田県大館市上代野字上代野5
有限会社石川建築
番地１

三浦木材株式会社

104 秋田やすらぎの家

秋田快適住宅

秋田県大館市川口字上野85-1

株式会社吉田産業 大館
支店

105 花火の街・おおまがり 安心快適住宅研究会

雪国に活きる 安心快適住宅

秋田県大仙市角間川町字稲荷中
株式会社さとう
島24-5

106 ZEROこまちNEO推進協議会

ZEROこまちNEO

秋田県雄勝郡羽後町杉宮字元稲
有限会社ハウジングメイト 有限会社ハウジングメイト
田194番地4

107 「山形・宮城」長期優良エコ住宅ＮＥＴ.

「山形・宮城」長期優良エコ住宅

山形県寒河江市大字柴橋1454番
株式会社サトー住販
地の10

株式会社サトー住販

108 やまがたの木づかい優良住宅をつくる会

木結（きづな）の家

山形県寒河江市中央工業団地
155-6

株式会社スペースパーツ
山形

株式会社スペースパーツ
山形

109 山形サスティナブル住宅研究会

山形サスティナブル住宅

山形県山形市成沢西一丁目１０
番６号

株式会社荒正

株式会社荒正

110 山形ジョイコス工務店倶楽部

快適省エネ住宅「チャコの家」

山形県山形市西田五丁目２６－７
横山建築
６

株式会社コバヤシ機工

111 山形雪国の家を創る会

山形雪国の家

山形県山形市大字漆山1730-1

株式会社SRホーム

株式会社SRホーム 楽々
ホーム事業部

112 山形県優良住宅協会

新山形優良住宅

山形県山形市表蔵王62-1

株式会社加藤住建

協同組合山形木造住宅プ
レカットシステム

113 山形快適家づくりの会

ゼロエネ山形の家

山形県山形市流通センター3-8-1 高梨建設株式会社

99 秋田杉匠の会

3

株式会社鈴木建設

有限会社仲野谷工務所

奈良建設株式会社

株式会社シェルター

株式会社花坂ハウス工業

有限会社最上材木店

株式会社ヤマケン

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

114 さかた「すぎの子」会

酒田森林環境循環型住宅

山形県酒田市みずほ1-21-11

株式会社大井工務店

株式会社大井工務店

115 ビートルネットワーク

自然ゆたかな郷土の家in庄内

山形県酒田市卸町4-4

有限会社ｻﾄｰ建築事務所

和以美株式会社 酒田営
業所

116 庄内の家 匠の森倶楽部

庄内グリーン住宅

山形県酒田市市条字横枕36番地 株式会社阿部製材所

株式会社阿部製材所

117 庄内すまいる住宅の会

庄内すまいる住宅

山形県酒田市若竹町

株式会社川栄建築

株式会社茜谷商店木材部

118 心をこめた家づくりの会

心をこめた家

山形県酒田市東栄町12-44

株式会社ベストハウス

株式会社菅原工務所

119 エコロジーハウス 山形研究会

エコロジーハウス 山形

山形県酒田市北浜町4-7

株式会社ジューテック山形
立花産業株式会社
営業所

120 いではの森林・家づくりの会

いではの森林の家

山形県酒田市北浜町4-7

有限会社桂建設

立花産業株式会社

121 庄内の『快適な家』を造る研究会

庄内快適住宅

山形県酒田市両羽町４－１５

五十嵐工務店

阿部多株式会社 酒田営
業所

122 やまがたの家・未来研究プロジェクト

やまがた蔵王エコプレミアの家

山形県西村山郡河北町谷地字月
株式会社荒木建材店
山堂605番地

株式会社荒木建材店

123 シエルグリーン化協議会

シエルグリーン

山形県西置賜郡飯豊町大字小白
株式会社ホリエ
川1788-2

有限会社渡部製材所

124 やまがたｅｃｏ友

かいて木ｅｃｏハウス

山形県長井市今泉1654

有限会社鈴木材木店

125 フォレスト庄内

庄内型エコ住宅

山形県鶴岡市平京田字屋敷廻1有限会社幸栄住宅
4

金屋株式会社

126 おいたまの家

おいたま次世代住宅ネット

山形県米沢市城西2-3-64

相田建設株式会社

我妻建材工業株式会社

127 通気断熱の家 置賜友の会

おいたま発呼吸する未来の家

山形県米沢市城西2-3-64

株式会社ミナガワ建設

我妻建材工業株式会社

128 ＩＤ会

匠のすまい いわき

福島県いわき市鹿島町御代字赤
有限会社鈴勝建設
坂16-6

有限会社鈴勝建設

129 『子どもたちの未来を築く会』

『ずっと一緒に暮らせる家』

福島県いわき市小名浜岡小名字
田村森林組合
作前7-1

カネハナ住材株式会社

130 いわき家ナビ

いわきの家

福島県いわき市常磐下船尾町古
株式会社正木屋材木店
内133

株式会社正木屋材木店

131 全木協福島県協会

ふるさと再生200年の家

福島県いわき市中央台飯野4-2株式会社エコ・ビレッジ
4 いわきﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

全木協福島県協会

132 からだもお財布も健康な住宅を創る会

からだにやさしい自然素材と快適で低燃
費な家

福島県伊達市梁川町柳田字町頭
株式会社渡辺工務店
46

末永木材株式会社

133 会津家づくりの会

会津快適エコハウス

福島県会津若松市白虎町7-1

株式会社五十嵐工匠

吉川建材産業株式会社

134 まちもり

CMという仕組みでつなぐ住宅づくり

福島県郡山市安積2丁目194番地

株式会社センチュリーホー 株式会社センチュリーホー
ム
ム

135 活木会

ふくもくの家

福島県郡山市安積町成田字三渡
株式会社鵜川工務店
22

株式会社オザワホーム
キット

136 「よすが」を創る会

ふくしま魁の家

福島県郡山市台新1-32-2 ロイ
ヤル台新110

有限会社メディアサポート

137 福島ジョイ・コス倶楽部

木が香る100年長持ち住宅

福島県郡山市日和田町字原12-1 有限会社熊田工務店

138 ふくしま家づくり研究会

ぬくもりの家

福島県郡山市日和田町字原12-1

139 福島優良住宅建設協会

幸福の家

福島県郡山市富久山町久保田字
有限会社廣創建設工業
宮田96-1

140 快適住宅研究会

ぬくい家

福島県郡山市富久山町久保田字
清野トーヨー住器株式会社 清野トーヨー住器株式会社
深田10-1

141 三春町住宅研究会

春陽の家

福島県郡山市富田町字諏訪西50 有限会社サワケン住宅

株式会社ツボイ

142 住み継ぐ家づくりネットワークふくしま

福家

福島県郡山市富田町字諏訪西50 有限会社ワタショウ

株式会社ツボイ

143 宮城家づくり研究会

宮城未来の家

福島県郡山市富田町字諏訪西50 株式会社佐史建設

株式会社ツボイ

144 山形サスティナブルハウス研究会

山形サスティナブルハウス

福島県郡山市富田町字諏訪西50 株式会社高喜工務店

株式会社ツボイ

145 きつつき会

福幸の家

福島県郡山市富田町字諏訪西50 有限会社柳沼工匠

株式会社ツボイ

146 福島県大工業協会青年部

ふくしま・若き大工と創る家

福島県南会津郡南会津町田島字
株式会社大橋工務店
元八幡甲315－4

株式会社田浦

147 安達太良匠の会

家族と地域の再生を支える家

福島県二本松市針道字西ノ内
139番地1

有限会社斉藤工匠店

148 五感で知る優良住宅研究会

福島の将来へつづく家

福島県二本松市成田字柏崎214 株式会社マルサン

株式会社マルサン 東北
プレカットワークス

149 ふくしま希望の家づくりの会

ふくしま希望の家

福島県白河市池下向山1番地の3 トーモク株式会社

トーモク株式会社

150 ふくしま住まいの研究会

快適住宅「エコの家」

福島県福島市さくら二丁目1番地
須藤建築
の1

株式会社吉田産業

151 福島県建築士会福島支部

”うつくしま”ふくしまの家

福島県福島市五老内町2-10アス
福島県建築士会福島支部 福島県建築士会福島支部
カビル1F

4

有限会社鈴木材木店

株式会社セキショウ建設

光和建材株式会社

福島県郡山地区木材製材
光和建材株式会社
協同組合

有限会社斉藤工匠店

郡山サッシセンター株式会
社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

152 福島快適住宅を考える会

福島快適住宅

福島県福島市瀬上町字西中川原
株式会社りのいえ
67－2

株式会社ブルケン東日本
福島営業所

153 魔法の積み木 愛好会

丈夫で快適！ ２ｘ４パネル工法の家

福島県本宮市稲沢字入高野63-5 郡山チップ工業株式会社

郡山チップ工業株式会社
本宮工場

154 ｼﾞｬｰﾌﾞﾈｯﾄﾋﾞﾙﾀﾞｰ連合福島

地域活性住宅「我が家」

福島県本宮市本宮字戸崎7-1

光建設株式会社

光建設株式会社

155 茨城ねんりん会

茨城ねんりんの家

茨城県つくば市台町3-1-8

株式会社モリハウジング

株式会社フジコー つくば
営業所

156 常陸国ＺＥＨネットワーク

常陸ゼロエネ住宅

茨城県つくば市谷田部1919

草間建築設計事務所

草間建築設計事務所

157 安心木の家創造プロジェクト

地域に根ざす安心木の家

茨城県ひたちなか市足崎字西原
株式会社ケイ・エム・エー
1380-33

日木産業株式会社 西原
工場

158 チームeZEROいばらき

eZEROハウス

茨城県久慈郡大子町矢田812

株式会社野内トーヨー住器

株式会社石井輝一商店

～八溝山からつくる住み良い環境づくり～ 「もっ
もっくりんの家
159 くりん eco の会」

茨城県常陸大宮市宮の郷2153もっくりん協同組合
32

もっくりん協同組合

160 八溝材で造る住宅研究会

地域材で造る「八溝の家」

茨城県常陸大宮市宮の郷2153株式会社棟匠
34

株式会社林産

161 鹿行みどりの会

木ずなの家

茨城県神栖市太田3209

有限会社猿田工務店

有限会社椙山材木店

162 とちぎの木の家の会

とちぎの木の家

茨城県水戸市見和2-246-1

株式会社金平

プライムホーム株式会社

163 いばらき 木と緑の家 協議会

いばらき 木と緑の家

茨城県水戸市住吉町168

株式会社水戸建親セン
ター

株式会社水戸建親セン
ター

164 10年先の家づくり研究会

日本の暖かい木造住宅

茨城県水戸市住吉町168

仲野建築設計事務所

株式会社水戸建親セン
ター

165 茨城・森から家Ｎｅｔ

常陸・結の家

茨城県水戸市渋井町50番地

株式会社島田材木店

株式会社茨城木材相互市
場

166 ミトモク緑のネットワーク

八溝材で造る『e-家』

茨城県水戸市千波町1884番地

鈴木材木店

株式会社ミトモク

167 茨城ゼロエネ研究会

いばらきグリーンハウス

茨城県石岡市石岡2-17-22

有限会社大星工務店

つくば住生活株式会社

168 いばらきnodo住宅ラボ

いばらきnodo住宅

茨城県龍ケ崎市栄町4356

篠屋木材工業株式会社

株式会社竹屋

169 夢心ホーム住宅研究会

Tochigi安心・快適住宅

栃木県さくら市喜連川6402

船山建設工業株式会社

船山建設工業株式会社

170 とちぎ和が家の会

ベリーの家

栃木県宇都宮市下平出町2328-1 株式会社渡商

171 ＳＩＰ下野いい家プロジェクト協議会

下野いい家

栃木県宇都宮市宮の内2-814

栃木県木材業協同組合連 ナイス株式会社 宇都宮
合会
市場

172 栃木ねんりん会

栃木ねんりんの家

栃木県宇都宮市宮原4-2-19

株式会社ウッドテックホー 株式会社フジコー 宇都宮
ム
支店

173 やまの子・とち木の家協会

やまの子・とち木の家

栃木県宇都宮市江曽島４－２２５
株式会社ネクステージ
－７

株式会社ネクステージ

174 栃木マロニエの家の会

栃木マロニエの家

栃木県宇都宮市上大曽町419

株式会社臼井ベニヤ商会

175 住継ぐ四季の家Tochigi研究会

住継ぐ四季の家Tochigi

栃木県宇都宮市問屋町3426-61 茂木トーヨー住器株式会社 茂木トーヨー住器株式会社

176 開口部

窓から考える家

栃木県塩谷郡高根沢町石末2063 株式会社タシロ

株式会社タシロ

177 きざむ自然の家研究会

きざむ自然の家

栃木県下野市田中683番地12ど
こざ西

株式会社ますたじお

株式会社ますたじお

178 がんばろう地場工務店の会

e・Holz

栃木県小山市飯塚1728

ハイビック株式会社

ハイビック株式会社

179 やみぞ 現代民家の会

やみぞ「現代民家」

栃木県那須烏山市野上389-9

株式会社けんちくや前長

株式会社けんちくや前長

180 特定非営利活動法人 森と家を結ぶ会

とちぎ やみぞ材の家

栃木県那須郡那須町大字伊王野
益子林業有限会社
723

益子林業有限会社

181 とちぎの家 創造協議会

チャレンジグリーン住宅

栃木県矢板市扇町2－6－32

株式会社小堀建設

株式会社小堀建設

182 マイホーム・ラボ

新世代の明るい家

群馬県伊勢崎市今泉町1-29-7

マイホーム・ラボ

マイホーム・ラボ

183 ふるさと家守りネットワーク北関東

地域優良住宅「ふれあいの家」

群馬県高崎市我峰町50-2

株式会社浦野建設

株式会社浦野建設

184 上州 繭の家 推進グループ

上州 繭の家

群馬県高崎市貝沢町2430-1 柊
マンション102

繭の家ワークス
(Office2.23)

石井正人建築設計事務所

185 日本ビルダー支援機構

安全・快適な家づくり

群馬県高崎市京目町249-1 オ
フィスインター203

渋沢テクノ建設株式会社

日本ビルダー支援機構

186 上毛（かみつけ）の会

尾瀬の家

群馬県高崎市大八木町9 山中ビ
株式会社新井建設
ル2階

株式会社建築工房ヤスハ
ラ

187 上州「恵の会」

上州「恵の家」

群馬県高崎市飯塚町1150

株式会社アライ

株式会社吉貞

188 北関東・甲信越の住まいを考える会

楽省ハウス

群馬県高崎市飯塚町486番地3

アカギホーム株式会社

パナソニックリビング首都
圏・関東株式会社

189 群馬エコロジー住宅研究会

利根川流域の木を使ったエコ住宅

群馬県渋川市金井４４３－３

藤川建設株式会社

株式会社福島商店

5

有限会社山本工業

株式会社渡商

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

群馬県木造住宅産業協会「つながる家」実行委員 群馬県木造住宅産業協会の家「つながる
群馬県前橋市紅雲町1-7-12
家」

190 会

グループ代表者
所属
広井建設株式会社

グループ事務局
所属
一般社団法人群馬県木造
住宅産業協会

191 しあわせ2ｘ4の家づくりネットワーク

しあわせ2ｘ4の家

群馬県前橋市滝窪町1368番地44 株式会社アールフレイム

株式会社アールフレイム

192 群馬すてきな家づくりの会

ぐんまの家「優馬」

群馬県前橋市天川大島町1248

田村工業株式会社

平方木材株式会社

193 快適・健康な上州の家 研究会

快適・健康な上州の家

群馬県太田市清原町6-2

株式会社西幸

株式会社西幸

194 やさしい家庭と環境を育む住宅を提供する会

やさしい家庭と環境を育む ばんどう平野 群馬県邑楽郡大泉町中央1丁目
有限会社大泉トーヨー住器 有限会社大泉トーヨー住器
13-21
に適した家

195 れいめいの会

かやの家

群馬県利根郡みなかみ町政所
727-1

坂庭建業

比金工務店

196 利根沼田若手職人の会

ウッドソムリエの家

群馬県利根郡川場村大字谷地
1950

有限会社真下工務店

株式会社関工務所

197 性能住宅を考える会

笑顔が集う家

埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁
株式会社宮下設計事務所 株式会社宮下設計事務所
目25番15号

198 ＮＰＯ環境住宅

住まい手と造り手の共創住宅

埼玉県さいたま市浦和区岸町4丁
株式会社藤島建設
目25番15号

株式会社宮下設計事務所

199 彩エンスホーム２０２０研究会

彩エンスホーム２０２０

埼玉県さいたま市見沼区大字山 株式会社さとうトーヨー住
36番地1
器

株式会社さとうトーヨー住
器

200 やすらぎの家協議会

彩の国・やすらぎの家

埼玉県さいたま市大宮区堀の内
株式会社コダマホーム
町1-359

星野木材株式会社

201 さいたま家づくりネットワーク

彩の国あんしん住宅

埼玉県さいたま市大宮区堀の内
株式会社榊住建
町1-697

株式会社桝徳

202 環境低負荷型住まいの会

エアボレーの家

埼玉県さいたま市北区別所町64環境低負荷型住まいの会 環境低負荷型住まいの会
11

203 協同組合匠の会 地域型住宅供給協議会

樹の家100年住宅

埼玉県越谷市大成町6-237

協同組合匠の会

株式会社千葉工務店

204 埼玉環境共生住宅推進協議会

風家（ふうが）

埼玉県熊谷市石原804-5

大島設計・計画室

株式会社松本材木店

205 北関東住まいつくりネットワーク

北関東の自然と共生する家

埼玉県行田市桜町1-22-14

島崎木材株式会社

島崎木材株式会社

206 木づかい住宅『むさし野』

次世代の家『むさし野』

埼玉県所沢市若松町852

株式会社植村工務店

所沢資材株式会社

207 新しい木造住宅を創造する会

新環境住宅

埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビ
株式会社ティーユー工房
ル5 5B

株式会社ティーユー工房

208 風とみどりの住宅研究会

埼色建美

埼玉県川口市芝3809番地

株式会社ホームズマルホ

209 省エネ空間工房

清涼・快適な家

埼玉県川口市芝新町4-18 第一
株式会社エスケー住建
貢友ビル4階

株式会社エスケー住建（グ
ループ事務局）

210 関東森の恵み会

木がえる関東の家

埼玉県川口市東川口4-5-32

有限会社サトウ設計

有限会社サトウ設計

211 彩（IrodorI）倶楽部

彩（IrodorI）

埼玉県川口市東領家5-13-1

株式会社武井工務店

株式会社武井工務店

212 丸太組構法普及促進協議会

アゼクラ-azekura-

埼玉県入間市小谷田1-11-37

株式会社フェニックスホー 株式会社フェニックスホー
ム
ム

213 全木協埼玉県協会

匠が創る埼玉・木の家

埼玉県八潮市鶴ヶ曽根864-1

大野建設株式会社

モック株式会社

214 づくりネットワーク

優良首都圏住宅：きのくに家(や)

埼玉県八潮市鶴ケ曽根864-1

株式会社山長商店

モック株式会社

215 武蔵住宅研究会

MUSASHI-1 ＢａｓｉｃＳｔｙｌｅ／木の素材を
活かした家

埼玉県飯能市芦苅場358-5

株式会社吉澤建設工業

柏屋商事株式会社

216 ハウスドクター研究会

木が気になる家

埼玉県飯能市新光46-2

有限会社古谷工務店

ミズノ株式会社

217 木のちからで 夢をかなえる会

夢・叶う家

埼玉県飯能市赤沢86-2

株式会社スギケン

叶木材有限会社

218 こだまエコスクラム

上武 郷の家

埼玉県本庄市児玉町秋山2733

株式会社吉田建設

株式会社吉田建設

219 東総災害に強い家づくりの会

東総安心住宅

千葉県旭市ニ1710

株式会社丸八工務店

株式会社石川商会住宅機
材

220 関東耐震省エネ研究会

屈強の家

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-1-4

有限会社REALIZE建築計 有限会社REALIZE建築計
画研究所
画研究所

221 地域に根ざした家つくり

水の郷ラボ

千葉県香取市佐原ホ1159

有限会社クサノ

有限会社クサノ

222 千葉ねんりん会

千葉ねんりんの家

千葉県香取市府馬1869番地

株式会社菅谷工務店

株式会社菅谷工務店

223 ちば木造建築ネットワーク

まもる・つながる・ちばの家『結』

千葉県習志野市東習志野6-16- 有限会社タケワキ住宅建
31
設

秋山木材産業株式会社

224 ふさの住まいを考える会

ぬくもりの家

千葉県習志野市東習志野6-16秋山木材産業株式会社
31

秋山木材産業株式会社

225 顔の見える「ふるさと絆」木の家の会

ふるさと絆のすまい

千葉県千葉市美浜区新港88

丸宇住宅資材株式会社

丸宇住宅資材株式会社

226 共働き夫婦の家を考える会

中部でＣＨＵ！「共働きの家」

千葉県千葉市美浜区新港88

大森木材株式会社

丸宇住宅資材株式会社

227 特定非営利活動法人 ちば山

千産千消ちばの杉ちば山の家

千葉県千葉市緑区おゆみ野南4
丁目31番地4

特定非営利活動法人ちば ちば山 真童舎 一級建築
山
士事務所

林産地と都市の循環型社会を目指す紀州材の家

6

有限会社武田工務店

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

228 千葉県中小建築工事業協会

ちば木の家

千葉県柏市光ヶ丘2-22-8 ハイツ 千葉県中小建築工事業協 千葉県中小建築工事業協
光良101号
会
会

229 茨城県中小建築工事業協会

いばらき木の家

千葉県柏市光ヶ丘2-22-8 ハイツ 茨城県中小建築工事業協 茨城県中小建築工事業協
光良101号
会
会

230 暮らし継がれる家推進会

暮らし継がれる恵木（eco）の家

千葉県柏市北柏4-2-2

株式会社木の国工房

株式会社木の国工房二級
建築士事務所

231 千の国研究会

千の国優良住宅

千葉県野田市清水660-2

有限会社清水台工務店

有限会社清水台工務店

232 東日本省エネプロジェクト

東日本省エネプロジェクトの家

東京都葛飾区東新小岩2丁目1-9 岡田電気産業株式会社

岡田電気産業株式会社
営業企画部

233 江戸川木の家の会

江戸川木の家

東京都江戸川区新堀2-14-10

株式会社きくや銘建

株式会社オールワイド

234 潤い住宅研究会

省エネ潤いの家

東京都江戸川区瑞江1-29-8

株式会社東京スパリア商
社

株式会社東京スパリア商
社

235 高気密・高断熱住宅を考える会

地域に寄り添いミライに住み継がれる家

東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町 株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究
プライムタワー
所

株式会社LIXIL住宅研究所

236 国産スタイルツーバイフォーの家を創る会

国産スタイルツーバイフォーの家

東京都江東区東陽5丁目30番13
ウイング株式会社
号 東京原木会館

協和木材株式会社

237 木の家プレミアムパートナー会

地域工務店が担うＳＯＷＥｄｅｓｉｇｎ住宅7

東京都港区港南1-7-18 APLACE品川東

株式会社エヌ・シー・エヌ一
級建築士事務所

238 体にいい家、長持ちする家を作る会

外断熱の家

東京都港区新橋 3-9-10 天翔新
株式会社イザットハウス
橋ビル8階

株式会社イザットハウス

239 一般社団法人 温熱環境研究所

ゼロ・ワン・ハウス・プロジェクト2018

東京都港区新橋2-9-16

株式会社駒 匠

240 無垢材現しの家 協議会

無垢材現しの家

東京都渋谷区神泉町22-2神泉風
株式会社アールシーコア
來ビル

株式会社アールシーコア

241 一般社団法人 TOKYO WOOD 普及協会

多摩の檜でつくる東京の家

東京都小金井市前原町 5-8-15 有限会社沖倉製材所

株式会社小嶋工務店

242 首都圏住まいを創る会

首都圏ココロ・つながる家

東京都小平市喜平町1-10-7

株式会社匠技建

株式会社コバヤシ

243 エースホームの住まい研究会

地域型住宅「最高の普通」プロジェクト

東京都新宿区高田馬場2-14-5
ホンダビル4階

エースホーム株式会社

エースホーム株式会社

244 美しい日本の家をつくる会

美しい日本の家

東京都新宿区四谷1-13

美しい日本の家をつくる会 美しい日本の家をつくる会

245 首都圏高度省エネ住宅推進研究会

グリーン・ウェルネス モデル

東京都新宿区新宿1-7-1 新宿
171ビル8F

株式会社匠陽

株式会社HAMAYA

246 フォレストワークいえづくりの会

BELS推進化住宅

東京都杉並区高井戸東3-6-3

株式会社アイコーホーム

株式会社アイコーホーム

247 山の手安心住宅協議会

山の手安心住宅

東京都世田谷区代田5-7-6

株式会社タカムラ

株式会社タカムラ

248 東京守りの家普及会

地域に根差した高気密・高断熱・高耐久の 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎
株式会社水井装備
西松原１４－４
家

249 彩の木の家ネットワーク

森とまちをつなぐ 彩の木の家

東京都千代田区四番町3-10 番 特定非営利活動法人木の 特定非営利活動法人木の
町MKビル301
家だいすきの会
家だいすきの会

250 大径材利用推進協議会

大径材の家

東京都千代田区神田神保町1-22 一般社団法人日本ログハ
株式会社ゲストハウス
北信ビル2F
ウス協会

251 神奈川中建協

かながわ木の家

東京都千代田区内神田1丁目17
神奈川中建協
番地5号荻原ビル4F

神奈川中建協

252 首都圏高度省エネ住宅ラボ

木の香る認定あたたか住宅

東京都足立区花畑1-5-2

ナイス株式会社

253 地域工務店首都圏ネットワーク

共進の家

東京都足立区鹿浜三丁目3番3号 株式会社丸山工務店

株式会社アベルコ

254 ふじの国 快適な住まいづくりグループ

静岡県産材 ふじの国 木の家

東京都台東区浅草橋5丁目13番6
株式会社中村組
号

株式会社ノダ

255 首都圏スマートプロジェクト

首都圏スマートな家

東京都中央区築地5-6-10浜離宮
増田建設株式会社
パークサイドプレイス8階

パナソニックリビング首都
圏・関東株式会社

256 NPO住まいの寺子屋

22世紀日本の家

東京都中央区日本橋茅場町210-10

257 全木協東京都協会

「いえ・まち」東京2018

東京都中央区八丁堀3-4-10 京
岡庭建設株式会社
橋北見ビル東館6階

全木協東京都協会

258 東京健康住まい研究会

『安・住・家・康』

東京都中野区中央5-45-3

かね長桜建設株式会社

エヌエストーヨー住器株式
会社

259 武蔵野の人にやさしい住まいを考える会

武蔵野の森に根ざした住まい

東京都調布市下石原2-60-2

有限会社田中住建

株式会社調布ハウジング

260 住宅研究会「彩」

彩の家～いろどり～

東京都東大和市中央1-1-5

株式会社日通ハウジング

株式会社タカキ

261 「武州」いい家研究会

風構明備～サムハウス～

東京都東大和市中央1-1-5

坂村建設株式会社

株式会社タカキ

262 「水と緑の循環型住宅」を考える会

武蔵野の家

東京都東大和市中央1-1-5

みすゞ建設株式会社

株式会社タカキ

263 多摩・産直すまいづくりの会

多摩・産直の家

東京都板橋区南常盤台1-38-11- 多摩・産直すまいづくりの
1Ｆ
会

住まいとまちづくりコープ

264 「大工さんの省エネルギー住宅」推進委員会

「大工さんの省エネルギー住宅」

東京都品川区戸越5-15-14

株式会社荏原

265 首都圏地域主義防災研究グループ

首都圏地域防災研究住宅Ver.1

東京都品川区豊町５丁目１６－２
太豊建設株式会社
２

7

株式会社参創ハウテック

株式会社駒 匠

竹内木材工業株式会社

株式会社水井装備

特定非営利活動法人NPO 特定非営利活動法人NPO
住まいの寺子屋
住まいの寺子屋

株式会社荏原

太豊建設株式会社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

266 住まうと健康 家作り研究会

首都圏生き活き住宅

東京都豊島区千早1丁目20番13
株式会社山二
号 503号

株式会社山二

267 無印良品の家・ネットワークパートナー会

パッシブデザイン「木の家」

東京都豊島区東池袋4-26-3

株式会社MUJI HOUSE

268 優良住宅地盤の会

優良住宅地盤の家MINT

東京都墨田区両国三丁目25番5
優良住宅地盤の会
号JEI両国ビル11階

優良住宅地盤の会

269 かながわ 木と緑の家協議会

かながわ 木と緑の家

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
991

株式会社戸塚建親セン
ター

270 首都圏エコ住研究会

貯金箱ハウス

神奈川県横浜市港南区港南台５
株式会社明貴
－２３－１６

株式会社大八

271 埼玉県住まいづくり協議会コバトンの家グループ コバトンの家

神奈川県横浜市港北区新横浜2株式会社藤島建設
5-14 WISE NEXT新横浜ビル5F

株式会社エー・エス・ディ

272 全木協神奈川県協会

かながわ200年の家

神奈川県横浜市神奈川区神奈川 株式会社あすなろ建築工
2-19-3
房

神奈川県建設労働組合連
合会

273 ＧＲＥＥＮ－かながわいちばん会

ＧＲＥＥＮの家

神奈川県横浜市神奈川区反町2株式会社GA HOUSE
16-8

アール･ジー株式会社

274 「かながわきずなの家」をつくる会

かながわ木の香・長生き住宅

神奈川県横浜市中区太田町2-22 一般社団法人かながわ福 一般社団法人かながわ福
神奈川県建設会館B棟4階
祉リフォームサポート機構 祉リフォームサポート機構

275 首都圏あんしん耐震住宅の会

神奈川県産材を有効活用した“あんしん” 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央
有限会社水品建工
4丁目36番1号ﾅｲｽ第二ﾋﾞﾙ3階
“安全”な住まい

株式会社MUJI HOUSE

株式会社戸塚建親セン
ター

テクノワークス株式会社

276 つむぐ家の会

未来へつむぐ家

神奈川県横浜市都筑区すみれが
株式会社創建社
丘12-3

277 かながわ真の省エネ・エコ住宅を考える会

かながわ省エネ･エコハウス

神奈川県横浜市南区中村町５－
大栄建設株式会社
３０８－１

278 一般社団法人建設業総合支援機構

サスティナハウス

神奈川県横浜市保土ケ谷区星川 一般社団法人建設業総合 一般社団法人建設業総合
二丁目14番27号
支援機構
支援機構

279 湘南プレミアハウス連絡協議会

「湘南プレミアハウス」

神奈川県厚木市七沢305

株式会社イソダ

株式会社市川屋

280 KANAGAWA RELIEFHOUSE CLUB

COCO-A

神奈川県座間市小松原

KM工房株式会社

株式会社カナモク

281 かながわの地域優良住宅をつくる会

都市と森をつなぐ家

神奈川県小田原市寿町3-1-39

有限会社おしうみ建築

竹広林業株式会社

282 関東家守りネットワーク

地域優良住宅「絆を育む家」

神奈川県秦野市戸川448-2

株式会社アイ.創建

株式会社アイ.創建

283 ｢さがみ」グリーンネットワーク

「さがみ」の家

神奈川県相模原市中央区陽光台 有限会社トータルハウジン
株式会社木陽
3-19-20
グ久野

284 Ｃlub ＧREEN東北

GREENの家 東北

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

285 GREENの家 北関東

Club GREEN北関東

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

286 GXE東関東

GREENの家 東関東

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

287 Ｃｌｕｂ ＧＲＥＥＮ 東京

ＧＲＥＥＮの家 東京

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

288 快適で健康な家づくりの会

地球にやさしい、人にやさしい住まいづくり 2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

神奈川県相模原市南区相模大野

株式会社GA HOUSE

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

289 省エネ＋αの家 三遠

省エネ＋αの家 三遠

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

290 省エネ＋αの家 愛知

省エネ＋αの家 愛知

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

291 省エネ＋αの家 静岡

省エネ＋αの家 静岡

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

292 Ｃｌｕｂ ＧＲＥＥＮ 多摩

ＧＲＥＥＮの家 多摩

神奈川県相模原市南区相模大野
株式会社GA HOUSE
2-22-13 ｽﾍﾟｰｽﾌｧｲﾌﾞ302号室

Delfinoホームコンサルタン
ト株式会社

293 永く住みつぐ家守りの会

未来につなぐ100年住宅

神奈川県相模原市南区麻溝台1- 株式会社相模原木材セン 株式会社相模原木材セン
6-1
ター
ター

294 里まちネットワーク

里まちの家

神奈川県相模原市緑区与瀬269

一般社団法人さがみ湖
森・モノづくり研究所

一般社団法人さがみ湖
森・モノづくり研究所

295 アソビエクラブ湘 ShoW

アソヴィエ

神奈川県大和市福田662番地8

株式会社ネダテ住建

株式会社トリヤベ住建

296 かながわ省エネグループ

かながわ省エネ住宅

神奈川県平塚市平塚1-22-25

株式会社ワイジーオー

株式会社ワイジーオー

有限会社熊倉建築設計事
株式会社坂詰製材所
務所

株式会社創建社
伊藤建材株式会社

297 新潟いい家の会

美しく性能のいい家

新潟県阿賀野市保田3858番地

298 一般社団法人にいがた木造建築協会

にいがた木組みの家

新潟県燕市吉田学校町10番23号 株式会社近藤工務店

一般社団法人にいがた木
造建築協会

299 にいがた・長寿命型住宅をつくる会

にいがた・長寿命型住宅

新潟県見附市872番地

株式会社本間材木店

株式会社本間材木店

300 越後の匠の家普及協議会

越後の匠の家

新潟県五泉市木越1262番地7

有限会社高橋工務店

株式会社番場建築

301 妻有の家ネットワーク

雪国エコローカルハウス

新潟県十日町市高山657番地9

株式会社桑原工務店

魚沼木材協同組合

302 雪国越後ECO住宅推進協議会

雪国越後ECO住宅

新潟県上越市高土町3-1-1

株式会社アスカ創建

株式会社オタケ

303 越後上越｢がいちょ｣な家つくりの会

越後上越｢がいちょ｣な家

新潟県上越市新光町1-1-7

上越木材興業株式会社

上越木材興業株式会社

8

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

304 新潟いえとも倶楽部

新潟いえともの家

新潟県新潟市西区小新大通１丁
山清トーヨー住器株式会社 山清トーヨー住器株式会社
目6-59

305 新潟桝マス快適住まいの研究所

エネルギーを生む家

新潟県新潟市中央区紫竹1-28-2 金桝トーヨー住器株式会社 金桝トーヨー住器株式会社

306 越後の住まいを守る会

越後の住まい

新潟県新潟市中央区鳥屋野南2
株式会社阿部材木店
丁目21-18

南陽吉久株式会社 新潟
支店

307 長く住み続ける住宅を建てやすい会

長く住み続ける高品質住宅

新潟県新潟市中央区美咲町1-4株式会社ネグプラン
15 中央ｸﾞﾙｰﾌﾟﾋﾞﾙ1F

株式会社ネグプラン

308 新潟地域型住宅協議会

ネイティブハウス

新潟県新潟市東区下木戸3丁目2
松吉ワークス株式会社
番32号

大塚住宅建材株式会社

309 優良な住宅を建てる会

あんしんな家

新潟県新潟市東区竹尾2-17-3

株式会社早建

富国物産株式会社 新潟
支店

310 越後・元気家づくりの会

越後元気(がんぎ)な家

新潟県新潟市南区上下諏訪木
735

木川木材株式会社

木川木材株式会社

311 新潟の家『DASUKE』工務店の会

新潟の地域『DASUKE』の家

株式会社鈴木組

株式会社鈴木組

新潟県新潟市北区内島見5177番

Vol.7 地5

312 にいがた・木のぬくもりが育てる愛奏の家つくる会 にいがた・木のぬくもりが育てる愛奏の家

新潟県新潟市北区木崎802番地
宮村組
18

313 一般社団法人全国新民家推進協会

環境負荷の低減による超寿命新民家

新潟県新発田市荒川5452-33

一般社団法人全国新民家
自然派ライフ住宅設計
推進協会

314 新潟ベストバランス地域協議会

新潟ベストバランス住宅

新潟県村上市坂町3589

株式会社時代の家niigata 株式会社鶴岡屋

315 新潟県中越地域型住宅供給協議会

越後スギ活用住宅「朱鷺の家」

新潟県長岡市下々条町2838-1

新潟住宅ネットワーク協同 株式会社ハウジングネット
組合
新潟

316 越後健康住宅普及会

長寿命な健康家族の家

新潟県長岡市新産4丁目2番地5 株式会社丸川屋工務店

株式会社南清四郎商店

317 安心・安全・大切（耐雪）な家づくりの会

安心・安全・大切（耐雪）な家

新潟県長岡市新組町2430番地11 株式会社諏方木材工業

株式会社トーア

318 新潟・富山 ふるさと家づくりの会

越中・越後 いきいき大工の家

新潟県長岡市福山町1083番地

ラック株式会社 長岡支店

319 越後木の友の会

新潟人にやさしい長寿命の家

新潟県南蒲原郡田上町大字田上
株式会社イタヤ
丙910-1

320 越後ふるさと家守りの会

100年暮らす、自然が息づく「木組みの家」 新潟県妙高市国賀1丁目2番7号 株式会社内山ホーム

株式会社菱元屋

321 北陸住まいづくりを考える会

自然と環境を大切にする省エネ・エコ住宅 富山県高岡市能町750

南陽吉久株式会社

322 北陸の素適な家協議会

北陸で住まう素適な家

富山県高岡市福岡町赤丸628-1 吉久建材株式会社

ホクリク住材株式会社

323 北陸型木の住まい研究会

北陸型木の住まい

富山県射水市寺塚原415

ウッドリンク株式会社

324 通気断熱の家 富山会

富山でつくる通気断熱の家

富山県中新川郡上市町横越字正
永森建設工業株式会社
印道2

株式会社田島木材 住宅
資材部

325 北陸長期優良住宅 まるわかりの会

北陸の気候風土と暮らす 快適な家

富山県富山市草島字古川10番地 ラミネート・ラボ株式会社

ラミネート・ラボ株式会社

326 すみたくなる家をつくる会 ほくりく

ほっと・くつろぐ。りんと・くらす家

富山県富山市中島二丁目9番41
株式会社ウィスタ
号

株式会社田島木材

327 あずまだち研究会

あずまだちの家

富山県富山市婦中町西本郷436株式会社富山合板
62

株式会社富山合板

328 富山の快適すまいづくりの会

とやまのかいて木な家

富山県富山市野口812

株式会社マイホーム

ヤマイチ株式会社

329 流季の会

ブランド化住宅「流季の家」

石川県金沢市旭町1-1-18

都和工房株式会社

株式会社ムラモト

330 石川木の家普及委員会

北陸五季に対応する家づくりブランド事業 館1階

イシモク・エモリ株式会社

株式会社イノベーション
ジャパン設計

331 北陸家づくりの会

爽健の家

石川県金沢市進和町６４番地

株式会社サンエス

株式会社 サンエス

332 石川県スマートハウスの会

いしかわの木を活用する家

石川県金沢市本町1丁目3番36号 ほそ川建設株式会社

株式会社金沢商行

333 いしかわ住まい創りの会

いしかわの木まじめな家

石川県金沢市湊2-10

株式会社辻鉄

株式会社辻鉄

334 いしかわ木の家ネットワーク

加賀・能登の香る家ｋａｎｏｋａ-かのか-

石川県金沢市湊3-8-5

エムエヌ木材株式会社

株式会社タッセイ

宏州建設株式会社

南陽吉久株式会社 金沢
支店

石川県金沢市新保本4-66-6 新

株式会社オーゴシ建設

くみあい建設株式会社

株式会社中田工務店

株式会社たかだ 建材本
部

株式会社イタヤ

335 加賀伝統の家を考える会

木と共生する美しい街並みの家

石川県金沢市問屋町3-3

336 すまい守りネットワーク北信越

地域優良住宅「晴れる家」

石川県小松市今江町6丁目681番
株式会社駒沢建工
地

株式会社駒沢建工

337 かが・のと「伝統×未来」の家を創る会

木×楽×匠×家

石川県白山市水島町879番1

あさひ木材株式会社

338 北陸研鑽会

共に育つ家

石川県野々市市二日市町１丁目
株式会社余助総建
１１０

ウエルド株式会社

339 北陸で良い家つくり隊

北陸でつくる良い家

福井県吉田郡永平寺町松岡兼定
太田木材株式会社
島14-36-7

太田木材株式会社

340 くらし・スマートの家の会

くらし・スマートの家

福井県鯖江市下河端町1701番地 クラシス株式会社

クラシス株式会社

341 くらし 楽しむ レイナンの会

クラシムな家

福井県鯖江市下河端町1701番地 有限会社竹田建築店

クラシス株式会社

9

株式会社たくみ工務店

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

342 ほくろく在来の会

はだしの家

福井県敦賀市蓬莱町8-6

信友建設株式会社

小森商事株式会社 本社
住宅資材部

343 F・I・T家づくり協議会

北陸 ゼロ住マイルの家

福井県南条郡南越前町今庄第
115号1番地2

株式会社みつぐはうす工
房

株式会社みつぐはうす工
房

344 ふくいでいい暮らし「北陸優良住宅の会」

受け継がれる住まい SUMINE 【すみね】

福井県福井市河増町30-20

山崎建設株式会社

株式会社タッセイ

345 福井県家づくりの会

ふくい木の住まい

福井県福井市開発5-315

松山建設株式会社

アロック・サンワ株式会社

346 Next省エネハウスの会

Next省エネハウス

福井県福井市開発5-315

特定非営利活動法人街づ 特定非営利活動法人街づ
くり・家づくり応援隊 探邸 くり・家づくり応援隊 探邸
ホームズ
ホームズ

347 住みよいくらしを考える会

住みよいくらし福井

福井県福井市大土呂町1-13-1

東角建設株式会社

南陽吉久株式会社 福井
支店

348 福井県長期優良住宅の会

木の住まいフクイ

福井県福井市田原2丁目15-18

浜本建設株式会社

ウチダ建材株式会社

349 ふくいの家の会

ふくいの家

福井県福井市日之出5丁目4番7
有限会社ミナミ工務店
号

一般社団法人福井県建築
組合連合会

350 甲州学び家友の会

甲州フルーツプレミアム

山梨県甲州市塩山上於曽290

有限会社広瀬工務店

有限会社藤原材木店

351 一般社団法人山梨県木造住宅協会

ＫＡＩＷＡ（甲斐環）な家

山梨県甲斐市篠原2935-4

一般社団法人山梨県木造 一般社団法人山梨県木造
住宅協会
住宅協会

352 山梨住宅ナビ

太陽と暮らす甲斐適ハウス

山梨県甲府市向町296

株式会社トミタケ建設

株式会社七保

353 甲斐縁隊

ハレる家～晴れの舞台、晴れの住まい～ 山梨県甲府市相生1丁目16-15

有限会社楽建舎

中央ベニヤ株式会社

354 一般社団法人自然エネルギー普及協会

山梨自然エネルギーの家アスプラスshine 850-1

山梨県南アルプス市上今諏訪

一般社団法人自然エネル 一般社団法人自然エネル
ギー普及協会
ギー普及協会 建設部会

355 富士北麓の家プロジェクト

富士北麓の家

山梨県富士吉田市上吉田1712

NEO建築設計事務所

山梨木材市場株式会社

356 チーム ゼロ 山梨

信玄の家まもり

山梨県北杜市高根町村山北割
1612

SUN建築設計事務所

SUN建築設計事務所

357 伊那谷 住まいるの家

伊那谷発の家

長野県伊那市日影336

都築木材株式会社

都築木材株式会社

358 信濃長期優良住宅研究会

信濃長期優良型住宅

長野県塩尻市大字広丘吉田384株式会社ウーノライフ
2

株式会社ウーノライフ

359 南信州快適住まい協議会

南信州快適住宅

長野県下伊那郡豊丘村神稲
9289-1

有限会社鈴木工務店

株式会社ＨＩＫＡＲＩ

360 長野県木造協会

長野県優良住宅

長野県佐久市岩村田3113

株式会社織建

ミヤモリ株式会社

361 信州－襷(TASUKI)の家普及協議会

信州－襷(TASUKI)の家

長野県佐久市取出町３７５－１

株式会社竹花組

株式会社タカサワマテリア
ル

362 信州産住宅の会

信州産のエコ住宅

長野県佐久市長土呂下北原862株式会社ケンショウ
5

363 快適・健康・省エネすまいLABO

「寒くない」時が流れて快適な家

長野県佐久市田口6028

アルファランバー株式会社 アルファランバー株式会社

364 全木協－長野県協会

H30長野グリーン化住宅

長野県松本市今井野尻5031

株式会社小林創建

365 新しい住まいを考える会

H30信州長寿命の住まい

長野県松本市笹賀7116-1（征矢
有限会社岡江組
野建材本社内）

征矢野建材株式会社

366 信州の優良住宅を創るなかま

ずっと大好き信州の家

長野県松本市渚4-1-1

株式会社林友

367 信州俺たちの家造り研究会

ベストクオリティー信州産木の家

長野県松本市小屋南１丁目３番１
野尻トーヨー住器株式会社 野尻トーヨー住器株式会社
号

368 どんとパネル研究会

地震に強い家

長野県上伊那郡南箕輪村6-2

369 和む家づくりの会

木の香な家

長野県須坂市大字井上1700番地
株式会社山二
17

株式会社山二

370 自然と暮らす家づくりの会

アルプスを眺める「家」

長野県大町社776-1

横澤建材株式会社

横澤建材株式会社

371 信州・絆でつくる優良住宅の会

木ずなの家

長野県長野市吉田5-25-7

株式会社マルオカ

株式会社マルオカ

372 信州の森林と家をつなぐ研究会

信濃の国の家

長野県長野市大字大町580-1

軽井沢フジホーム株式会
社

ナイス株式会社 長野営
業所

373 先進の信州の家を造る会

信州の病気知らずの家

長野県長野市大字東和田806

株式会社宮坂建設

富国物産株式会社

374 会」

信越地域「快適・安心 やすらぎの家」

長野県長野市北長池1667

株式会社オビナタ

炭平コーポレーション株式
会社

375 東信濃・無垢の木と職人で家をつくる会

東信濃・無垢の木と職人でつくる家

長野県東御市下之城753

有限会社田中製材工業

俊建築設計室

376 信州『長寿の家』を考える会

長・活・木（ながいき）の家

長野県飯田市座光寺5526-1

株式会社ヤマキチ木材

株式会社ヤマキチ木材

377 住まいる応援隊

太陽の恵み「りんごの里の家」

長野県飯田市上郷別府881番地 株式会社丸富

株式会社丸富

378 南信州住環境研究会

南信州四季を感じる家

長野県飯田市鼎下山882-1

株式会社ナガイ

株式会社ナガイ

379 信州優良木造推進会

省エネルギー住宅プラスワン性能の家

長野県北佐久郡御代田町大字馬
株式会社カネト
瀬口1747-1

株式会社カネト

信越地域快適家づくりの会「地域適合住宅促進部

10

株式会社林友

株式会社ケンショウ

全木協－長野県協会

株式会社工務店支援機構 株式会社工務店支援機構
風土里舎
風土里舎

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

380 産地やすらぎの家グループ

産地直送の家

岐阜県羽島郡岐南町みやまち1株式会社歩設計
3

ヤマガタヤ産業株式会社

381 住まーとシティ岐阜

ぎふナチュラルMOKUREN

岐阜県羽島郡岐南町みやまち1ヤマガタヤ産業株式会社
3

ヤマガタヤ産業株式会社

382 笑顔あふれる家

森のすみか

岐阜県羽島市江吉良町2190番地 株式会社ウッドトラスト

株式会社ウッドトラスト

383 加茂の家

美濃国の家

岐阜県加茂郡坂祝町酒倉2342-1 (株)佐合木材

株式会社佐合木材 住設
事業部

384 一般社団法人東海木造住宅協会

東海温故創新の家

岐阜県岐阜市大倉町12

一般社団法人東海木造住
後藤木材株式会社
宅協会

385 一般社団法人 愛知県建設団体連合会

いらかの家 愛知の住まい

岐阜県岐阜市大倉町12番地

愛知県建設団体協議会

386 東海住まいづくりネットワーク

東海の家（地域材町屋対応住宅）

岐阜県岐阜市旦島中1丁目5-25 株式会社山一建材

株式会社山一建材

387 ぎふの木の住まい協議会

ぎふの木の住まい

岐阜県岐阜市東鶉三丁目59番地 株式会社鷲見製材

株式会社鷲見製材

388 「ぎふの木の家」産直住宅建設協議会

「ぎふの木の家」産直住宅

岐阜県岐阜市六条江東2丁目5番
株式会社飛騨工務店
6号

岐阜県産直住宅協会

389 東海ＳＥの会

東海「安心、安全、快適な木の住まい」
Ver.2

岐阜県恵那市大井町1058番地の
栃井建設工業株式会社
１

株式会社日伸建設

390 東濃桧住宅供給協議会

東濃桧が活きる木の家

協同組合東濃地域木材流
岐阜県恵那市長島町正家613-10
KeyPoint設計室
通センター

391 恵那市産直住宅組合とその仲間たち

「恵那峡の家」復興支援・低炭素型

岐阜県恵那市飯地町2897番地

株式会社あったか森の国
から

392 東海産直住宅を考える会

東海産直住宅

岐阜県瑞穂市稲里88-1

板蔵ファクトリー株式会社 板蔵ファクトリー株式会社

393 木のぬくもり推進グループ

ぎふ木のぬくもりの家

岐阜県瑞穂市野田新田3994-1

旭商事株式会社

394 住宅の部品化を考える会

地域型部品化住宅

岐阜県大垣市赤花町1-45

株式会社イビデン住設

395 協同組合あすみ住宅研究会

あすみ型 東濃檜・長良杉の家（平成30年
岐阜県中津川市坂下208番地15 窪田建設株式会社
度版）

協同組合あすみ住宅研究
会

396 静岡パッシブデザイン・パートナー会

復興と県産材、未来につなげるエコな家
Ver.7

静岡県伊東市宇佐美2785番地の
株式会社アキヤマ
1

株式会社梅原建設

397 Izu Green プロジェクト

地産地消型エコ住宅 Izuの家

静岡県伊東市吉田754-1

三和建設株式会社

弘木屋産業株式会社

398 伊豆の国住まい塾

木のぬくもりを体感する家

静岡県伊豆の国市長岡232-1

株式会社アキタ

有限会社伊豆木材市場

399 掛川の風景を創る会

時ノ寿木組みの家

静岡県掛川市逆川473-1

清水建築工房一級建築士 清水建築工房一級建築士
事務所
事務所

400 遠州建築士による住まいの会

遠州建築士による住まい

静岡県掛川市細田300

ハナジマ設計一級建築士
オールスタッフ株式会社
事務所

401 ブルーブリッジプロジェクト普及促進会

遠州 木づなの家

静岡県御前崎市佐倉

福代工務店

402 静岡県東部優良住宅の会

静岡県産材活用住宅「ふじのくにの家」

静岡県駿東郡清水町卸団地12番
株式会社加藤工務店
地

403 「もてなしの家」協議会

静岡県駿東郡清水町新宿214番
株式会社中野建築設計
あしたか地域ブランド住宅「もてなしの家」 地の22

株式会社中野建築設計

404 ロング＆スマートの住まいをつくる会

ロング＆スマート住宅

静岡県沼津市寿町18-15

パナソニックリビング中部
株式会社

405 DAIKU MINDの家造り

地域に根付くDAIKU MINDの住まい

静岡県沼津市大岡１５４０番地の
株式会社平成建設
１

株式会社平成建設

406 駿河住まいづくり協議会

駿河の家

静岡県焼津市上新田355-4

株式会社秀和

株式会社秀和

407 静岡いい家プロジェクト

しずおかこだわりの家

静岡県静岡市葵区岳美15-43

工藤一級建築士事務所

株式会社日建

408 しずおか木の家ネットワークス

しずおか匠の家

静岡県静岡市葵区飯間5番地4

株式会社リメックス

株式会社マルチ

409 ふじのくに静岡優良住宅の会

ふじのくに静岡優良住宅

静岡県静岡市葵区竜南3丁目16
大隆木内工務店株式会社 株式会社山清片山
番18号

410 しずおかの安心エコ住宅を考える会

安心エコ住宅

静岡県静岡市駿河区登呂6丁目
株式会社小泉東海
5-39

411 エネファームで創エネを実行する会

静岡発・創エネ住宅・エネファームの家

静岡県静岡市駿河区八幡一丁目
静岡ガスリビング株式会社 静岡ガスリビング株式会社
5-38

412 しずおか暮らしＵＰプロジェクト

家族と健康を育む家

静岡県静岡市駿河区弥生町4-1 株式会社カンセイ

株式会社カンセイ

413 東海優良住宅をつくる会

地域ブランド住宅「東海で育む木の家」

静岡県静岡市清水区西高町14株式会社東海ハウス
11

イシハラ株式会社

414 グリーンECO研究会静岡

グリーンECO

静岡県静岡市清水区大手1-7-9 株式会社鳳工務店

株式会社鳳工務店

415 静岡あんしん住宅の会

駿豆あんしん住宅

静岡県静岡市清水区鳥坂531

有限会社シバタ建設

中部ホームサービス株式
会社 静岡営業所

416 (一社）志太建築士会 Ｐ，eco

志太パッシブエコハウス

静岡県藤枝市藤枝四丁目5-14

佐野設計工房一級建築士
株式会社中澤住宅工房
事務所

417 特定非営利活動法人 大工村

職人がキラリと輝く 大工村の家づくり

静岡県磐田市合代島1212

株式会社カワイ

11

河原崎建設株式会社

一般社団法人愛知県建設
団体連合会岐阜支部

株式会社あったか森の国
から

ヤマガタヤ産業株式会社
株式会社イビデン住設

株式会社ナカモク
寺王建材株式会社

株式会社小泉東海

特定非営利活動法人大工
村

採択
No

グループ名称

418 OMソーラー静岡2015

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称
静岡で暮らす気持ちのいい家

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

静岡県浜松市西区村櫛町4601

OMソーラー株式会社

OMソーラー株式会社

419 次世代の優良住宅を考える工務店の会「あいち」 自然の恵を生かした「次世代の優良住宅」

静岡県浜松市西区村櫛町4601

OMソーラー株式会社

OMソーラー株式会社

420 上方町家の会

100%国産材の100年住み継ぐ家

静岡県浜松市西区村櫛町4601

株式会社ソーラーコム

OMソーラー株式会社

421 職人らんど

職人らんど優良住宅

静岡県浜松市中区葵西3-8-21

有限会社フジイ銘木店

有限会社フジイ銘木店

422 E-style

遠州スタイル

静岡県浜松市中区浅田町1651-4 株式会社せいふうあん

株式会社せいふうあん

423 静遠地域家づくりの会

天竜やすらぎの家

静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿
鹿島木材株式会社
島63

鹿島木材株式会社

424 静岡 家づくり強靭化を考える会

住みやすい家「いえやす」

静岡県浜松市東区将監町30-12 株式会社江間建設

株式会社原川

425 住まいPlusサポート

永く未来に続く住まい

静岡県浜松市東区流通元町10-2

426 はままつ森林認証グループ

はままつ森林認証材の家

静岡県浜松市南区卸本町2番地 有限会社ウエッジ

株式会社ナカムラ

427 はままつ家づくりの会

浜松の家

静岡県浜松市南区卸本町2番地 株式会社ナカムラ

株式会社ナカムラ

428 やさしい家を創る会

やさしい家

静岡県浜松市南区本郷町1308- ＯＮＥＮＥＳＳ設計企画株式 ＯＮＥＮＥＳＳ設計企画株式
14
会社
会社

429 しずおか 木と緑の家 協議会

しずおか 木と緑の家

静岡県浜松市浜北区於呂1685

株式会社ツチヤ・フソウ
ホーム

株式会社共和

株式会社三共建材

株式会社共和

430 遠州バザール実行委員会地産地消推進グループ 天竜材循環住宅「つながる家」

静岡県浜松市浜北区平口5584株式会社鈴三材木店
12

株式会社鈴三材木店

431 天竜・無垢の木・ひのきの家普及促進協議会

天竜・無垢の木・ひのきの家

静岡県浜松市北区東三方町504
株式会社新栄
番地

静岡県家づくり浜松協同組
合

432 ふじの住まい研究会

ｎｉｃｏ ふじの家

静岡県富士宮市宮原130番地

株式会社西川材木店

433 ストック循環型住宅研究会

「つなぐ」家サポートシステム

静岡県富士宮市浅間町12番15号 株式会社ケイテック

434 森林認証材委員会

富士山檜輝による家づくり2018

静岡県富士市大渕2410-1

株式会社建築工房わたな
森林認証材委員会
べ

435 一般社団法人富士山木造住宅協会

富士山の木を活用した住まい2018

静岡県富士市大渕2410-1

株式会社大功建設

一般社団法人富士山木造
住宅協会

436 一般社団法人 静岡木の家ネットワーク

丈夫で長持ちするいえ2018

静岡県富士市大渕2410-1

株式会社桑原建設

一般社団法人静岡木の家
ネットワーク

437 静岡・牧之原ｅｃｏ住樹の会

自然の恵

静岡県牧之原市細江2749番地5 株式会社小澤工務店

438 スマイルハウスプロジェクト

スマイルハウス

愛知県愛西市勝幡町大縄場２７９ 一般社団法人笑顔住宅促 一般社団法人笑顔住宅促
６－４
進会
進会

439 ハウジングサポートサービス

だんらんの家

愛知県一宮市城崎通6丁目24番
株式会社西村工務店
地

中村木材株式会社

440 岐阜・愛知の街並みを向上させる草の根運動

ぎふの杉を使う小さな家

愛知県一宮市赤見4-13-1

住生活空間株式会社

441 「なつかしい未来」を造る会

和の家

愛知県一宮市木曽川町黒田往還
株式会社菅野企画設計
南60-3

株式会社菅野企画設計

442 東海 木の家づくりネットワーク

東海 地域活性型住宅「木・陽の家」

愛知県海部郡飛島村木場１-25

材惣木材株式会社

443 なごもくの家づくり協議会

なごもくの家

愛知県海部郡飛島村木場一丁目
名古屋木材株式会社
31番地

名古屋木材株式会社 西
部事業所

444 のんほいの家づくり協議会

のんほいの家

愛知県蒲郡市浜町12番地

江間忠ウッドベース株式会
社

445 愛岐せせらぎの家

愛岐せせらぎの家

愛知県江南市中奈良町熊野107 株式会社スズケンコーポレ 株式会社スズケンコーポレ
番地1
イション
イション

446 未来快適空間の家づくり協会

未来快適空間の家

愛知県江南市和田町川東15番地
株式会社山木商行
1

國六株式会社 江南プレ
カットセンター

447 東海・長期優良住宅友の会

長持ち快適東海の家

愛知県小牧市外堀4-88

株式会社N-town

株式会社ウッドワン

448 フェーズ

「五大～地・水・火・風・空」

愛知県小牧市大字下末777

熊沢建設株式会社

ナイス株式会社 小牧営
業所

449 木曽川流域木と水の循環システム協議会

木曽川流域のつながる家

愛知県小牧市大字下末777

株式会社広和木材

ナイス株式会社 小牧営
業所

450 オーパスネットワーク

自然素材とダブル断熱の家ネットワーク

愛知県小牧市東新町28-1

株式会社オーパス

株式会社オーパス

451 ウッドライフプラス

ウッドライフプラスの家

愛知県常滑市千代7-11

株式会社ウッドライフ

株式会社ウッドライフ

452 チーム刻人

次世代に引き継ぐ木の家

愛知県新城市上平井190

株式会社滝川

スペースマテリアル株式会
社

453 好きになる家委員会

住めば住むほど好きになる家

愛知県清須市西枇杷島町古城2
株式会社Ｓｈｉｎ空間
－14－2

株式会社吉川商会

454 チタジュウグループ ちた住宅ナビの会

ちたのいえ

愛知県東海市加木屋町松の内87
チタジュウ建材株式会社
番地

チタジュウ建材株式会社

455 愛知ハートフルハウスの会

尾張・三河住み継げる安心の家

愛知県東海市富木島町池下10番
株式会社名東木材
地の3

株式会社名東木材

12

株式会社旭建設

住生活空間株式会社

材惣木材株式会社

株式会社ヤマセイ

株式会社共和

榛南建材株式会社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

456 感動の住まいづくり研究会

1000年後の地球のためにできること『縁の
愛知県半田市州の崎町2番地226 感動の住まいづくり研究会 株式会社シンホリ
家』

457 三河地域住宅工房ネットワーク

次世代につなぐ三河の家

愛知県豊橋市東松山町65番地

株式会社カーザミカワ

株式会社中野屋銘木店

458 東海道こだわりの家づくりの会

東海道あんしんの家

愛知県豊橋市問屋町5-3

株式会社河原工務店

中部ホームサービス株式
会社

459 穂の国家づくり協議会

三河材活用住宅「ホルツの家」

愛知県豊川市南大通五丁目41番
株式会社豊栄建設
地1

株式会社ウッディシステム

460 エコハウスプロジェクト

エコハウス

愛知県北名古屋市井瀬木高畑
140

一般社団法人中部地域材
促進会

461 あいちいい家づくりの会

あいち木づかいの家

愛知県名古屋市港区寛政町5丁
石田建築設計室
目9番地

株式会社アオキ建築

462 ＢＨＢ会（グリーン化事業を考える部会）

地域材を活用した「住まい手に優しい家
３０」

愛知県名古屋市中区正木1丁目1
株式会社ヤマガタヤ
番4号

株式会社ヤマガタヤ

463 あすなろ住まい創りの会 東海

心育む年輪の家

愛知県名古屋市中区千代田2-1株式会社丹羽工務店
13

株式会社山西

464 外断熱の普及促進協議会（東海）

四季を感じ、長く愛される住まいづくり

愛知県名古屋市中区千代田2-1株式会社吉兼工務店
13

株式会社山西

465 中京優良住宅ねっと

優良住宅「中京の家」

愛知県名古屋市中川区上高畑2シンセイ建設株式会社
23

株式会社サンコー

466 命を守る家づくりを考える会

超・長期優良住宅

愛知県名古屋市中川区上高畑2Ｃａｓａ株式会社
23

株式会社サンコー

467 三河材でつくる木を活かす家づくりの会

あいち木の家

愛知県名古屋市中村区名駅ＪＰタ
株式会社杉生
ワー名古屋２１階

住宅相談センター建築士
事務所

468 名住協地域型ブランド住宅推進協議会

City House 「匠の家」

愛知県名古屋市東区矢田1-9-29

名古屋市住宅建設協同組
ランドマーク株式会社
合

469 東海家守りネットワーク

地域優良住宅「集いの家」

三重県伊賀市猿野1238

森大建地産株式会社

森大建地産株式会社

470 みえ木の家ネットワーク

きづきの住まい

三重県熊野市井戸町4185-18

檜作建築

野地木材工業株式会社

株式会社成功電気 省エ
ネ計算センター

471 伊勢の国 省エネルギー研究会

伊勢の国 グリーンハウス

三重県四日市市札場町406

株式会社フォレスト・オオモ 株式会社フォレスト・オオモ
リ
リ

472 木の郷みえの会

「三重の木」の家

三重県松阪市木の郷町21

松阪木材株式会社

松阪木材株式会社

473 三重パッシブハウス研究会

三重パッシブの家

三重県津市雲出長常町六ノ割
1189-2

株式会社セイワ

株式会社セイワ

474 「三重飯高の木」高耐震家づくりの会

「三重飯高の木」高耐震住宅

三重県津市栄町二丁目312番地 株式会社天然樹ホーム

株式会社天然樹ホーム

475 「美し国の家」普及促進協議会

「美し国の家」

三重県津市高茶屋小森上野町
2793-8

三栄林産株式会社

旭建材株式会社

476 「きだての家」プロジェクト

きだての家

三重県津市垂水1389番地１

特定非営利活動法人もり
ずむ

特定非営利活動法人もり
ずむ

477 三重の快適住宅をつくる会

災害に強い優良住宅

三重県津市北丸之内１６６

株式会社上村工務店

パナソニックリビング中部
株式会社

478 木の家倶楽部

近江木の家倶楽部の家

滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸
328-3

華建築株式会社

村地綜合木材株式会社

479 一般社団法人滋賀県木造住宅協会

日本まんなか湖国の家2018

滋賀県近江八幡市上田町175

有限会社ネヌケン

株式会社八興

480 滋賀びわ湖型住宅供給協議会

滋賀びわ湖に住まう家

滋賀県近江八幡市末広町１３番
地

株式会社住宅研究舎

有限会社シガオータラン
バー

481 積和木の家グループ

積和の木の家

滋賀県栗東市下鈎666

積水ハウス株式会社 生
積水ハウス株式会社 生産
産部 積和住宅資材グ
部 積和住宅資材グループ
ループ

482 これからの住まいづくり

みずうみの家

滋賀県栗東市出庭442-1 2Ｆ

大輪建設株式会社

株式会社岡本銘木店

483 快適で安心な自慢の住まいを創る会

温もりを感じる家

滋賀県草津市若竹町7-10
Act21-1F

西和不動産株式会社

パナソニックリビング近畿
株式会社 滋賀支店

484 ク

滋賀ほんまもんの家

滋賀県大津市滋賀里4丁目11番3
三和総合設計株式会社
号

三和総合設計株式会社

485 一般社団法人安曇川流域・森と家づくりの会

湖の国の森とつながる住まい

滋賀県大津市本堅田6-8-18

宮村太設計工房

486 快適２ｘ４家造りの会

国産材で環境にやさしい快適な２ｘ４の家 滋賀県長浜市大辰巳町151番地 株式会社シガウッド

滋賀らしい環境こだわり住宅、つくり手ネットワー

宮村太設計工房

株式会社シガウッド

487 近江長期優良住宅の会

近江長期優良住宅

滋賀県東近江市建部下野町16番
やわらぎ住宅株式会社
地

488 近江プレミアムウッドの家づくりの会

近江プレミアムウッドの家

滋賀県彦根市古沢町646

489 一般社団法人滋賀でいい暮らしいえづくりの会

MotherLakeと暮らす「近江びわ湖の家」

滋賀県彦根市西沼波町175番地 一般社団法人滋賀でいい
株式会社滋賀原木
の１
暮らしいえづくりの会

490 北山杉 京あいの家づくりの会

北山杉 京あいの家

京都府京都市右京区西院中水町
有限会社ニコー環境建設 OSMネットワーク株式会社
18番地4

491 『京ぐらし』ネットワーク

京ぐらしの家

京都府京都市右京区西京極北庄 株式会社オーワンコーポ
境町27-1
レーション

平安建材株式会社

492 地域型住宅 京・杉の家・座

地域型住宅 京・杉の家

京都府京都市上京区桝屋町601 企業組合もえぎ設計

企業組合もえぎ設計

493 Beaver’s

YOSHINO-木の家つくりの会

京都府京都市西京区大原野上里
一般社団法人Beaver’s
南ノ町354‐5

一般社団法人Beaver’s

13

丸松木材株式会社

株式会社プライウッド・オウ
ミ
丸松木材株式会社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

494 京都木の家ネットワーク

京町・木の家 2018

京都府京都市中京区烏丸通三条
下ル饅頭屋町595-3 大同生命ﾋﾞ 株式会社岸田工務店
ﾙ9F

株式会社八興

495 共緑会

火に強い木の家

京都府京都市南区西九条御幸田
株式会社キムラ住宅
町3-3

株式会社クレマ

496 木の国木造推進協議会

【厳選】紀州材 こだわりの家

京都府京都市伏見区羽束師志水 株式会社かつら木材セン
町133番地の3
ター

株式会社木構造

497 Made in Kyoto 住宅研究会

京都ウッドマイレージ住宅

京都府京都市伏見区横大路下三
早川合板株式会社
栖辻堂町87

早川合板株式会社

498 京の住まい雅の家プロジェクト

京の住まい雅の家

京都府京都市伏見区樽屋町998 穂積工務店有限会社

稲垣建材株式会社

499 住まいづくりクラブ

住まいづくりの家

京都府京都市北区大将軍東鷹司
中澤行政書士事務所
町232-2

株式会社スペースフリー

500 京都くらし方研究会

永く住み継ぐ京(みやこ)

京都府長岡京市城の里13-1

株式会社市川宣広一級建
築士事務所

501 京滋あったか・あんしん家づくり会

京滋で建てるあったか・あんしん住宅

京都府南丹市園部町船岡栗村60 坂矢木材株式会社

坂矢木材株式会社

502 未来塾

Casa securitas

大阪府羽曳野市島泉９丁目２３番
二上木材株式会社
４号

二上木材株式会社

国産材活用の次世代型ツーバイフォー住まいづく 国産材活用の次世代型ツーバイフォーの
大阪府貝塚市港17-4
家

503 りの会

株式会社リヴ

株式会社三菱地所住宅加 株式会社三菱地所住宅加
工センター
工センター 大阪支店

504 近畿・良い住まいを創る会

かんさい・えー家プロジェクト

大阪府岸和田市下松町911-7
小山ビル205号

505 木の香のすまい

関西自然素材住宅

大阪府岸和田市小松里町2020番
株式会社上江工務店
地

株式会社上江工務店

506 近畿ビルダーズネット

地域材活用住宅『わが家』

大阪府高槻市寿町3丁目13番1号 株式会社青谷建築工房

広和建設株式会社

507 北摂Ｄウッドの会

北摂安心Ｄハウス

大阪府高槻市真上町1-13-3

土井住宅産業株式会社

508 安心住宅ハートの家ネットワーク

安心住宅ハートの家

大阪府堺市堺区三宝町4-243-3 株式会社ダイコク

株式会社ダイコク

509 安心快適住宅推進協議会

安心快適住宅

大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町1-3株式会社長堀
12

株式会社長堀

510 紀州建築工房協議会

紀州の杜

大阪府堺市中区東山593番地

株式会社コアー建築工房

511 エネルギーを未来に残す家づくり研究会

ありがとうの家

大阪府堺市美原区青南台1丁目
株式会社ＳＥＥＤ建設
15番16号

株式会社ＳＥＥＤ建設

512 木楽会

木楽を愉しむ家

大阪府堺市美原区木材通1丁目
中畑木材株式会社
13番28号

中畑木材株式会社

513 関西WB工法友の会

夏涼しく冬暖かい、衣替えする家

大阪府泉大津市松之浜町2-12株式会社大萬
44

株式会社大萬

514 健康で快適な住まいを創る会

健康で快適なエコ住宅

大阪府大阪市此花区島屋6-2-82
大和工業株式会社
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｼﾃｨ和幸ﾋﾞﾙ8Ｆ

パナソニック リビング近畿
株式会社

515 ワーク

もく(木)の会 無垢の木のいえ

大阪府大阪市住之江区南港北2ZERO&NiS一級建築士事
1-10 ATC ITM棟11階 ｴｲｼﾞﾚｽ
務所
L

特定非営利活動法人もく
の会

516 安心住宅サポート“住ま～と”

長もち快適住宅“住ま～とロング”

大阪府大阪市西区阿波座2-4-23
株式会社大五
西本町大五ﾋﾞﾙ9階

株式会社大五

517 KANSAIほっと住まいるネットワーク

震災に耐え次世代に引継ぐ家

大阪府大阪市西区南堀江2-2-6 株式会社じょぶ

マルコマ株式会社

518 顔の見える家造りネットワーク 近畿木づなの会 木づな（絆）の家

大阪府大阪市西区北堀江2-2-25 株式会社久我

株式会社久我

519 高知産住まいづくり協議会

高知産 木造りの家

大阪府大阪市大正区千島3-19株式会社頃安木材
20

株式会社頃安木材

520 roof top 推進の会

プラスワンリビングハウス

大阪府大阪市中央区上町1-1-28 株式会社innovation

株式会社innovation

521 一般社団法人関西建築業協議会

住まいひょうか君優良住宅

大阪府大阪市中央区谷町1丁目 一般社団法人関西建築業 一般社団法人関西建築業
7-4MF天満橋ﾋﾞﾙ5階
協議会
協議会

522 一般社団法人 近畿木造住宅協会

はんしん木心地のいえ

大阪府大阪市中央区南船場413-12 南船場OMﾋﾞﾙ内

523 和の心・真の日本のすまいづくり協議会

7つの理念実践住宅

大阪府大阪市中央区本町4-8-1- 一般社団法人真の日本の 一般社団法人真の日本の
7F
住まいを目指す会
住まいを目指す会

524 近畿エコガラス普及促進地域協議会

近畿エコブランド住宅

大阪府大阪市天王寺区大道5丁 近畿エコガラス普及促進地
山下硝子建材株式会社
目5番2号
域協議会

525 木と風の家を創る会

木と風の家

大阪府大阪市天王寺区南河堀町
株式会社セイコー住研
10-14

526 MOKSOHOネットワーク

土、漆喰等の左官素材を使った地域型住 大阪府大阪市福島区福島2丁目 トヨダヤスシ建築設計事務 トヨダヤスシ建築設計事務
9-16
所
所 MOKSOHO事務局
宅

527 関西 家・街プロジェクト協議会

「家・街基準」の家

大阪府大阪市福島区福島7丁目
株式会社イワイ
20-1 KM西梅田ﾋﾞﾙ14F

528 愛媛優良住宅ネット

四季を感じるCoCo家いい住宅

大阪府大阪市北区中之島3-3-23
通商株式会社 四国支店 通商株式会社
中之島ダイビル29階

529 みらいえネットワーク

未来創造住宅２

大阪府大阪市北区中之島3-3-23
通商株式会社 山口支店 通商株式会社
中之島ダイビル29階

530 未来型住宅を考える会

未来創造住宅

大阪府大阪市北区中之島3-3-23
通商株式会社
中之島ダイビル29階

通商株式会社

531 「大阪悠久の家」の会

大阪悠久の家

大阪府大阪市浪速区塩草3丁目1
関西木材工業株式会社
番12号

関西木材工業株式会社

NPO法人 もく(木)の会 無垢の木のいえネット

14

ナカザワ建販株式会社

土井住宅産業株式会社

株式会社コアー建築工房

株式会社ベターホーム

ナカザワ建販株式会社
下松事務所

一般社団法人近畿木造住
宅協会

コバヤシ産業株式会社

株式会社イワイ 企画部

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

国産材品質表示推進協議会SSDプロジェクトユニ 球磨杉活用住宅「安心・安全長期優良住
大阪府大阪市浪速区幸町3-5-24 株式会社紅中
宅」

532 オン

グループ事務局
所属
株式会社紅中

533 新住協関西支部

関西住木づくりの住まい

大阪府大東市明美の里町3-4

有限会社ダイシンビルド

534 快適居住空間探究会

快適・高機能木造住宅

大阪府八尾市恩智南町2-6

八尾トーヨー住器株式会社 八尾トーヨー住器株式会社

535 まもりの家クラブ

いのちを守る家

大阪府八尾市八尾木北2-54

高津木材株式会社

536 近畿の家研究会

家族を育む近畿の家

大阪府豊中市曽根南3丁目20-14 株式会社ヨークベル

株式会社ウッドワン

537 木のチカラ研究会

KINOOUCHI

大阪府枚方市長尾北町1丁目
1814

株式会社トーモク

株式会社トーモク

538 近畿すまい守りネットワーク

地域優良住宅「収納上手な家」

大阪府枚方市南楠葉1-14-14

田原建設株式会社

田原建設株式会社

539 地域共生ハウスをつくる会

地域共生ハウス

大阪府門真市大字門真1048

新栄建設株式会社

パナソニックアーキスケル
トンデザイン株式会社

540 窓みらい 低炭素住宅研究会

窓みらい 低炭素住宅

大阪府和泉市テクノステージ1丁 さくらトーヨー住器株式会
目3番9号
社

さくらトーヨー住器株式会
社

541 家みらい 高性能住宅研究会

家みらい 高性能住宅

大阪府和泉市テクノステージ1丁
株式会社山口木材住宅
目3番9号

さくらトーヨー住器株式会
社

542 安心、安全、省エネ100年住宅研究会

はりま、安心、安全、省エネ100年住宅

兵庫県加古川市米田町平津466
株式会社ヤング住研
番地の7

株式会社ヤング住研

543 「兵庫の家」推進協議会

地球に優しい木づかい住宅

兵庫県加西市田原町宮ノ谷3179
株式会社後藤工務店
番地の3

ヨドプレ株式会社

544 西播磨省エネ快適住宅普及協議会

西播磨省エネ快適住宅「木の家」

兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1008 株式会社マルタニ

株式会社マルタニ

545 ひょうご木のすまい協議会

ひょうご木のすまい

兵庫県宍粟市山崎町須賀沢809
株式会社山弘
番地の1

アット・リンクス株式会社

546 西播磨の家推進協議会＜ひめぶる＞

西播磨の家

兵庫県宍粟市波賀町上野190番
瀧元商事有限会社
地の2

瀧元商事有限会社

547 京阪神木造住宅協議会

京阪神地域木造高耐震住宅

兵庫県篠山市栗栖野27-1

日置建設株式会社

株式会社ナカムラ

548 丹波篠山に優良住宅を創る会

丹波篠山の家

兵庫県篠山市本郷670

株式会社大市住宅産業

株式会社中井工務店

549 健康で長持ちの家を考える会

S-ZEH高性能住宅

兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1 フォワードハウジングソ
丁目11-27
リューションズ株式会社

フォワードハウジングソ
リューションズ株式会社
神戸支店

550 地域材で優良住宅をつくる会

無垢の家

兵庫県神戸市西区岩岡町古郷
1966

株式会社名田商店

551 特定非営利活動法人 兵庫の木で家をつくる会

「もくよくの家」

兵庫県神戸市西区神出町北344 有限会社アークアソシエイ
かんば木材株式会社
番地4
ツ

552 ひょうご木づかい王国学校工務店の会

ひょうご木づかいの家

兵庫県神戸市西区池上3丁目6-7
ひょうご木づかい王国学校
有限会社すみれ建築工房
SUMIRE.COmplex201
工務店の会

553 ひとときネット プラス

吉野STYLE

兵庫県西宮市高木東町15-14403

阪口製材所

ナカオ建築設計舎

554 ＮＰＯ法人ひょうご新民家21

ちょうの家

兵庫県西宮市平松町8番27号

ＮＰＯ法人ひょうご新民家
21

ＮＰＯ法人ひょうご新民家
21

555 Sympatheticグループ

Chameleonハウス

兵庫県川西市矢問2-17-43

中原材木店

中原材木店

556 PI-S HOME 家づくり研究会

省エネ健康住宅「PI-S HOME」

兵庫県朝来市山東町滝田148番
但南建設株式会社
地1

但南建設株式会社

557 純木住家の会

純木住宅

兵庫県姫路市御国野町国分寺
175-1

株式会社小幡

558 はりまe家ネット

兵庫県産材スギ活用の家“SUMIKA”

兵庫県姫路市広畑区早瀬町二丁 コーラルハウジング株式会 コーラルハウジング株式会
目26-2
社
社

559 motto・木を活かそう会

ひょうご木心のある家

兵庫県姫路市香寺町犬飼515

560 はりま風土木の家プロジェクト

はりま風土木の家

兵庫県姫路市飾磨区恵美酒414 今村産業株式会社

今村産業株式会社

561 長寿命住宅「千年家」推進プロジェクト

長寿命住宅「千年家」

兵庫県姫路市西中島22-5

株式会社駒田製材所

562 姫路木材市場住まい創り協議会

しらさぎの家

兵庫県姫路市網干区興浜2111番
株式会社ケーアイリビング 姫路木材市場協同組合
地

563 国産無垢の家

国産無垢の家

兵庫県姫路市網干区浜田1585

株式会社高部材木店

株式会社小幡

株式会社日林マテリアル

エフ建築設計事務所

有限会社ダイシンビルド

高津木材株式会社

株式会社日林マテリアル

株式会社コシイプレザービ 株式会社コシイプレザービ
ング
ング姫路防腐工場

564 ひょうご安心・ロングライフ住宅 推進プロジェクト ひょうご安心・ロングライフ住宅

兵庫県姫路市林田町下伊勢575
株式会社明治住建
番地

565 あんしん安全な住まいを造る会

あんしん安全な住宅

兵庫県豊岡市出石町柳55

566 『長く住みよい』家づくりの会

Tajima TAPOS(R)ｷｸｶﾜの家

兵庫県豊岡市但東町水石300番
高柴林業株式会社
地

567 和らぎの家・兵庫推進協議会

和らぎの家・兵庫

兵庫県揖保郡太子町福地719-1

株式会社ハウス・デポ関西
株式会社ハウス・デポ関西
太子営業所

568 和らぎの家・八尾推進協議会

和らぎの家・八尾

兵庫県揖保郡太子町福地719-1

株式会社ハウス・デポ関西
株式会社ハウス・デポ関西
大阪南営業所

569 和らぎの家・京都推進協議会

和らぎの家・京都

兵庫県揖保郡太子町福地719-1

株式会社ハウス・デポ関西
株式会社ハウス・デポ関西
京都営業所

15

姫路住設建材株式会社

株式会社岡本綜合建材店 株式会社岡本綜合建材店
高柴林業株式会社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

570 但馬木造住宅振興協議会

たじまだら家（ｋｅ）

兵庫県養父市十二所316番地

株式会社くまだ建工社

571 こうのとり絆住宅をつくる会

こうのとり絆住宅

兵庫県養父市薮崎1050番地

住環境システム協同組合 住環境システム協同組合

やまと優良住宅を創る会【奈良ブランド推進グ
572 ループ】

やまとの木のいえ

奈良県橿原市曽我町32-2

株式会社丸産業

奈良の地域風土に合った高気密・高断熱住宅を

株式会社くまだ建工社

株式会社丸産業

573 お手頃価格で建てる会

奈良の地域風土に合った高気密・高断熱 奈良県橿原市中曽司町61番地の
高栄ハウジング有限会社 高栄ハウジング有限会社
13
住宅

574 十津川郷土（さと）の家ネットワーク

十津川郷土（さと）の家

奈良県吉野郡十津川村林460番
十津川村森林組合
地

575 奈良陽だまりの家協議会

陽だまりの家

奈良県御所市茅原78番地の1

576 Nature Feeling 「大和の家」プロジェクト

吉野の木薫るNature Feeling 「大和の家」 奈良県生駒市光陽台111番地

一般社団法人安心・安全
住宅供給協議会

577 奈良をつなぐ家づくりの会

奈良をつなぐ木の家

奈良県生駒市北田原町1052-1

株式会社伏見建築事務所 株式会社伏見建築事務所

578 奈良匠の家協議会

奈良県産材 奈良匠の家

奈良県大和郡山市高田町86-1

株式会社花田材木店

株式会社花田材木店

579 近畿耐震の家研究グループ

家族を守る、未来を守る耐震の住まい

奈良県天理市前栽町309-2

株式会社EMSS

株式会社マイ工務店

580 奈良の木でつくる大和の家づくりネットワーク

奈良の木・大和の住み継ぐ家

奈良県奈良市三碓7-3-12

株式会社山切材木店

株式会社山切材木店

581 奈良地域工務店の会

まほろばの家

奈良県奈良市大安寺2丁目8番1
株式会社アーキネット
号

株式会社アーキネット

582 省コスト住宅・ゼロエネルギー住宅研究会

省コスト省エネ住宅

奈良県奈良市八条町464番地3

カネマル株式会社

583 紀州ハウジングプロデュース協議会

紀州つ･な･が･りのある家

和歌山県海南市且来1396番地の
タケヤテック株式会社
1

タケヤテック株式会社

584 和歌山 本物の住宅を考える工務店の会

陽だまりの家

和歌山県岩出市山59-8

池辺工務店

585 わかやまメゾン未来会

flechir maison～住宅で感動を！～

和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅
株式会社ユアサ
2954番地

586 紀州 吉宗の家 研究会

紀州 吉宗の家

和歌山県和歌山市小倉411-32

ダイワトーヨー住器株式会 ダイワトーヨー住器株式会
社
社

587 和歌山・良い家つくりの会

地域に根差した快適住宅

和歌山県和歌山市西浜860

キタヤマトーヨー住器株式 キタヤマトーヨー住器株式
会社
会社

588 家族を守る住まいの会

守りすまいの家

和歌山県和歌山市東田中297番 株式会社ライフプラステリ 株式会社ライフプラステリ
地1
ア
ア

589 未来の家を建てる

未来の家とっとり

鳥取県鳥取市足山174-1

有限会社ライフライズ

有限会社ライフライズ

590 環境住宅”とっとり”推進協議会

環境住宅”とっとりの家”

鳥取県鳥取市徳尾１３２－１

久大建材株式会社

久大建材株式会社

591 山陰すてきな家づくりの会

山陰のすてきな家

鳥取県米子市両三柳2360番地8 中部林産株式会社

株式会社ミヨシ産業

592 中国地域家守りネットワーク

地域優良住宅「地元自慢の家」

鳥取県米子市両三柳255-8

株式会社アート建工

株式会社アート建工

593 清流高津川を育む木の家づくり協議会

清流高津川を育む木の家

島根県益田市あけぼの本町9-8

斎藤建築株式会社

株式会社森本建設

594 しまね快適の家づくりの会

しまね快適の家

島根県出雲市江田町15－1

株式会社キムラ

株式会社キムラ

595 山陰長期優良住宅を考える会

健康と家族の絆を育む家

島根県出雲市今市町320-2

有限会社富士建材

有限会社富士建材

596 縁をつなぐ家づくりの会

縁をつなぐ出雲の家

島根県出雲市白枝町139番地

須山木材株式会社

須山木材株式会社

597 本気で断熱 研究所

本気で断熱 山陰の家

島根県松江市浜佐田町

有限会社井原建設

有限会社井原建設

598 「しまねの森の家」プロジェクト

しまねの森からつながる循環型住宅「しま
島根県松江市北田町35-3
ねの森の家」

株式会社藤原木材産業

一般社団法人島根県住ま
いづくり協会

599 県央地域型住宅供給協議会

しまねの木活用住宅「かいてきないえ」

島根県大田市大田町大田イ443
番地5

株式会社コラム建築設計
事務所

大田ベニヤ商会設計監理
部

600 ＨＯＴネットＩ・Ｅ（家）の会

晴れの国・岡山の家

岡山県岡山市中区海吉1840-5

株式会社北屋建設

株式会社マルティックス山
陽

601 みまさか木の家 岡山普及会

木の家

岡山県岡山市中区東川原161-1- YONEYAMA1級建築士事
204
務所

602 岡山 住まい夢ネットの会

『四季を感じる』瀬戸内の家

岡山県岡山市南区郡2990-1

603 吉備の家造り研究会

木美だんらんの家

岡山県岡山市南区植松550番地
倉敷トーヨー住器株式会社 倉敷トーヨー住器株式会社
の3

604 岡山200年会

ecoスマイルハウス

岡山県岡山市南区豊成3-15-25 山佐産業株式会社

山佐産業株式会社

605 ワーク）

おかやまスタイルの家

岡山県岡山市北区厚生町2-13-8 有限会社ケイ・エフ設計

有限会社ケイ・エフ設計

606 おかやま『安心・快適』住宅研究会

『安心・快適』を見守る岡山の家

岡山県岡山市北区清輝橋1-8-21 高山産業株式会社

高山産業株式会社

607 おかやま住まいのＷＡ

ももたろうが育つ家

岡山県岡山市北区田中159-104 株式会社タカ建築

株式会社Sグリーン

おかやま木の家推進研究会（おかやま緑のネット

16

十津川村森林組合 木材
加工流通センター

タカダビルテック株式会社 タカダビルテック株式会社

カネマル株式会社

池辺工務店

一般社団法人安心・安全
住宅供給協議会

株式会社ユアサ

YONEYAMA1級建築士事
務所

株式会社ウッディワールド 株式会社ウッディワールド
のざき
のざき

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

608 岡山もくもく会

断熱をデザインする家

岡山県岡山市北区田中159-104 株式会社タカ建築

株式会社Sグリーン

609 晴れの国から～家づくりネットワーク

晴れる家～hareruya～

岡山県玉野市田井3丁目20-28

両備住宅株式会社

株式会社ヤマホン

610 まにわ型住宅推進協議会

まにわ型グリ-ン化住宅

岡山県真庭市惣357番地

真庭木材市売株式会社

谷岡建築設計事務所

611 和らぎの家・岡山推進協議会

和らぎの家・岡山

岡山県倉敷市四十瀬118番地の1 株式会社倉敷山商

612 岡山県建築工事業協会

地域木造優良（ちきゆう）住宅国産材モデ
岡山県倉敷市中島946-1
ル『岡山の家』

倉敷木材株式会社

岡山県建築工事業協会

613 みまさか住まいづくり研究会

みまさかエコハウス

岡山県津山市戸島634-14

有限会社山根工務店

株式会社土居建材店

614 中国山地優良住宅推進ネットワーク

中国山地 木づな（絆）の家

岡山県津山市高野山西1906番地
株式会社竹本商店
の17

株式会社竹本商店

615 安芸高田市ブランド住宅事業協同組合

檜の香る家

広島県安芸高田市甲田町高田原
有限会社小又工務店
1010-3

有限会社井川ポンプ店

616 ひろしま健康でｅ-くらし

e-くらし 健康・快適住宅

広島県呉市阿賀南7丁目10-14

株式会社SHL

株式会社SHL

617 中国地域でエコ・スマートな家をつくる会

中国地域のエコ・スマートな家

広島県広島市中区大手町４－６
－１６

株式会社Ａ＆Ｃ

パナソニックリビング中四
国株式会社

618 瀬戸内良質住宅研究会

レモンの家

広島県広島市中区大手町二丁目 株式会社プレゼントデザイ 株式会社プレゼントデザイ
7-7
ン
ン

619 がんぼったれ

ひろしまの家じゃけん

広島県広島市東区尾長西2-7-6 高橋工務店株式会社

株式会社福祉スタジオ

620 ひろしま地域住宅の会

もみじの家

広島県広島市南区大州1-9-22

株式会社スガノ

621 中国地区住宅研究会

中国地区住宅研究会の家

広島県山県郡北広島町新氏神７ 株式会社内藤建設

株式会社直方建材 広島
店

622 幸せづくり 家づくりの会

幸せづくり 家づくり

広島県山県郡北広島町有田3413 株式会社ジール

株式会社ジール

623 木のぬくもりの会

木のぬくもりの家

広島県東広島市西条町下見
4631-1

明和建材株式会社

明和建材株式会社

624 快適住宅コンソーシアム

家族とともに変化し住み継げる家

広島県廿日市市串戸1-3-6

株式会社タカケン

株式会社ウッドワン

625 夕凪住宅研究会

瀬戸の夕凪も快適に暮らせる家

広島県廿日市市木材港南4-3

NPO法人広島耐震マイス
ター倶楽部

株式会社小野産業

626 住生活の変化に対応できる家の会

元気な家

広島県廿日市市木材港北6番23
カオル建設株式会社
号

627 優しい家作りの会

優しい家

広島県尾道市高須町4772-1

株式会社西日本プレカット 株式会社西日本プレカット
センター
センター

628 住まい手の未来を考える会

備後MIRAI住宅

広島県府中市三郎丸町1067-1

府中硝子トーヨー住器株式 府中硝子トーヨー住器株式
会社
会社

629 こだわりのECO研究会

備後TOMOの家

広島県福山市三吉町5-5-5

昇高建設株式会社

630 快適な備後の家をつくる会

福山地域活性家BINGO

広島県福山市新浜町1丁目3番44
株式会社森本製材所
号

株式会社森本製材所

631 瀬戸内eco住まいる会

瀬戸内住まいるハウス

広島県福山市南松永町四丁目5株式会社坂本工務店
6

竹野木材株式会社

632 びんご住宅研究会

エコセトラの家

広島県福山市南本庄2丁目12番
株式会社オキ
27号

光和物産株式会社

633 peace of mind.

快適生活 since 2015

広島県福山市明王台3-12-7-201 有限会社福千住宅工業

開原工務店株式会社

634 やまぐち住まいネットワーク

Sol-Vento（ソル・ヴェント）

山口県宇部市西平原3丁目2番22
株式会社ウベモク
号

株式会社ウベモク

635 九州木の家づくり協同組合

大分県産杉材活用住宅「津江杉の家」

山口県下関市綾羅木新町三丁目
九州木の家づくり協同組合 株式会社安成工務店
7番1号

636 安心安全100年家の会

安全安心快適住宅

山口県下関市一の宮卸本町3-25 有限会社shu建築工房

株式会社ブルケン・ウエス
ト 下関営業所

637 山口木配り・喜組みの会

山口木配り・喜組みの家

山口県岩国市関戸1038-1

今井木材株式会社

今井木材株式会社

638 瀬戸内陽だまりの会

瀬戸内さんさんの家

山口県岩国市錦見6-13-34

株式会社プラスアイ

ヤマエ久野株式会社

639 いわくに住宅協議会

錦川流域住宅

山口県岩国市山手町2丁目17-10 株式会社大住産業

株式会社大住産業

640 西瀬戸ビルダーズサロン

木の温もりを感じる西瀬戸の家

山口県岩国市柱野1667番地3

株式会社隅田技建

株式会社白石木材店

641 山口エコ・セ・トラの会

山口エコ・セ・トラの家

山口県山口市小郡下郷796-5

株式会社トピア

株式会社三和

642 西中国住宅研究会

西中国住宅研究会の家

山口県山口市鋳銭司1005-8

有限会社山野工務店

株式会社直方建材 山口
店

643 やまぐち木の家ネットワーク

やまぐち木の家ネットワーク地域型住宅

山口県山口市朝田131-1

株式会社原工務店

株式会社トピア

644 すてき 住まいの会

すてき 住まい

山口県周南市古泉1丁目13-1

マルタ産業株式会社

マルタ産業株式会社

645 田舎もん

四季を感じる田舎の暮らし

山口県萩市大字西田町68番地

株式会社水建

株式会社水建

17

中村建設株式会社

株式会社倉敷山商

広島ランバーテック株式会
社

株式会社福永硝子建材販
売

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

山口県防府市八王子2丁目11番5
株式会社リノア
号

グループ事務局
所属

646 やまぐち木暮らしの会

やまぐち木暮らしの家

647 一般社団法人 徳島県木の家地域協議会

とくしま型健康省エネ住宅「木と暮らそう」 番地18

648 グループ「ツーバイフォー四国の家」

ツーバイフォー四国の家

徳島県徳島市津田海岸町7番68
大利木材株式会社
号

大利木材株式会社

649 安心長持ち徳島住宅の会

安心長持ち徳島住宅

徳島県徳島市東沖洲2丁目16番3 株式会社青木建設

三友物産株式会社

650 住まい守りネットワーク四国

陽木な家

徳島県徳島市東吉野町2-45-9

651 フレッセ長持ち住宅供給協議会

フレッセ長持ち住宅

徳島県徳島市南矢三町3丁目3- フレッセ（全徳島建設労働 フレッセ（全徳島建設労働
29
組合）
組合）

652 NPO法人とくしま山・すまい・まちネット

山とまちをつなぐ家

徳島県板野郡上板町七條字一里 NPO法人とくしま山・すま
山の上２６－１
い・まちネット

プリズム建築設計室

653 瀬戸内エコ住宅評議会

瀬戸内の木で作るエコ住宅

香川県観音寺市植田町４１番地

株式会社伊井工務店

ナイス株式会社 香川営
業所

654 瀬戸内気候型住宅フォーラム

瀬戸内気候型住宅「土の家」

香川県丸亀市今津町666番地

有限会社田園都市設計

有限会社田園都市設計

さぬきエコハウス link GAINAISM

香川県丸亀市垂水町

株式会社大丸工業

株式会社大丸工業

協同組合耐震・省ｴﾈﾙｷﾞｰ・ｴｺﾛｼﾞｰ住宅を創る工

655 務店ﾈｯﾄﾜｰｸかがわ

有限会社高橋材木店

徳島県吉野川市川島町桑村633 一般社団法人徳島県木の 一般社団法人徳島県木の
家地域協議会
家地域協議会

ラッフルズホーム株式会社 ラッフルズホーム株式会社

656 Ｈｏｕｓｅ ｄｅ Ｏｒｇａｎｉｃ

Ｈｏｕｓｅ ｄｅ Ｏｒｇａｎｉｃ

香川県丸亀市垂水町3145-1

有限会社アーキテクト工房
株式会社アットホームズ
Pure

657 かがわ暮らしKO・SHI・RA・Eの会

こしらえ四国年輪の家

香川県高松市郷東町216番地

株式会社栗・家

扶桑建材工業株式会社

658 匠の家を考える会

匠の家

香川県高松市郷東町796-68

株式会社ハイテク匠

株式会社ハイテク匠

659 一般社団法人香川県総合建設センター

瀬戸の家・グリーン

香川県高松市上福岡町984番地1

一般社団法人香川県総合 一般社団法人香川県総合
建設センター
建設センター

660 さぬき良質住宅の会

さぬき良質住宅

香川県高松市上福岡町984番地1

有限会社小松秀行建築工 一般社団法人香川県総合
房
建設センター

661 くらしこく

四国採暖採涼設計の家

香川県高松市牟礼町牟礼2109番
吉田建設株式会社
地3

吉田建設株式会社

662 LOFAHを考える会

LOFAHを実現する家

香川県三豊市仁尾町仁尾丁８９３ 株式会社大創

喜田木材株式会社

663 ハウスネット讃木

讃木の家

香川県三豊市詫間町詫間890番
株式会社ピースホーム
地1

株式会社喜田建材

664 東四国住宅研究会

東四国住宅研究会の家

香川県東かがわ市大内200番20 ﾃﾏﾌﾟﾗｽ工務店

株式会社直方建材 香川
店

665 燃費がいい家研究会

愛媛CO（エコ）な家

愛媛県松山市高岡町437

有限会社アーキテクト工房 伊予木材株式会社 松山
Pure
支店

666 瀬戸内住宅研究団

太陽サンサン瀬戸の家

愛媛県松山市高岡町437

株式会社富士造型

667 四国のだんらん住宅協議会

地産地消の省エネ住宅

愛媛県松山市三津2丁目5番23号 株式会社アイホーム

668 一般社団法人愛媛県中小建築業協会

えひめ癒しの家

愛媛県松山市勝山町2丁目3番地 一般社団法人愛媛県中小 一般社団法人愛媛県中小
1
建築業協会
建築業協会

669 四国健康住宅を考える会

家族の絆と未来を育む家

愛媛県松山市西垣生町1740－5 愛媛プレカット株式会社

愛媛プレカット株式会社

670 四国のスマートな家を考える会

四国のスマートな家

愛媛県松山市中村一丁目２－１

フモト建設株式会社

パナソニック リビング中四
国株式会社

671 「工務店学校」四国・温熱環境研究会

ＫＧＳパッシブハウス

愛媛県松山市二番町3-8-3

白石木材商工株式会社

四国エアフォーム株式会社

672 せとうちエコライフ推進協議会

瀬戸のエコハウス

愛媛県新居浜市阿島一丁目5番
三王ハウジング株式会社
35号

三王ハウジング株式会社

673 西条地域型住宅研究会

西条ブランド住宅

愛媛県西条市楢木163-2

株式会社曽我工務店

674 南予住宅研究会

南予住宅研究会の家

愛媛県西予市宇和町坂戸778-1 建築屋ふじはた

675 乾燥土佐材住宅推進協議会

障子に陽の当たる家・仲間の会

高知県高知市小倉町2番8号

676 こうちスマートウェルネス住宅推進協議会

四国スマートウェルネス住宅

高知県高知市大川筋1丁目6番21 こうちスマートウェルネス
号
住宅推進協議会

一般社団法人高知県中小
建築業協会

677 高知SMC長期優良住宅普及協議会

土佐・SATOYAMA（里山）の家

高知県高知市北御座12番18号‐
協同組合高知SMC
303号

協同組合高知SMC

678 南九州あんしんの家づくりグループ

南九州あんしんの家

福岡県みやま市山川町真弓22番
九州ハウジング株式会社
地の2

九州ハウジング株式会社

679 九州普請研究会

森のちから

福岡県みやま市瀬高町下庄2460
有限会社image
番地の1

株式会社江上組

680 シグマ・ネットワーク会

住み継ぐグリーンな家

福岡県久留米市東合川2-7-22

シグマコンポーネント株式 シグマコンポーネント株式
会社
会社

681 樹の家創る築優会

台風地震に強い九州樹の家

福岡県久留米市東町27-13

有限会社熊谷建設

682 南Ｑネットグループ

南Ｑネットの家

福岡県熊本市東区鹿帰瀬町360- 株式会社キユーハウ 熊
13
本営業所

株式会社キユーハウ 熊
本営業所

683 福岡エコ・セ・トラの会

福岡エコ・セ・トラの家

福岡県古賀市青柳2886番地4

株式会社三和 福岡営業
所

18

株式会社曽我工務店

伊予木材株式会社 松山
支店
株式会社三浦商店

株式会社直方建材 南予
木材市場

協同組合ドライウッド土佐 協同組合ドライウッド土佐
会
会

株式会社梅野工務店

坂本産業株式会社

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

684 長もち快適九州の家

未来を築くまごころ住宅

福岡県行橋市上稗田6-5

秋満工務店株式会社

株式会社ブルケン・ウエス
ト 行橋営業所

685 すまいるネットワーク九州

地域優良住宅「よかハウス」

福岡県糸島市前原西5-1-31

株式会社へいせい

株式会社へいせい

686 100年の木の家づくりの会

未来に残そう九州県産材の伝統美

福岡県宗像市徳重546-1

株式会社永島建設

株式会社ブルケン・ウエス
ト 宗像営業所

687 環境快適住宅

快適住まい造り

福岡県糟屋郡志免町南里１丁目
有限会社快建築舎
７番14

株式会社MK

688 ふくおか住宅研究会の家

ふくおか住宅研究会

福岡県糟屋郡新宮町大字的野
630

株式会社直方建材 新宮
店

689 木を活かす家づくりの会

地域の木造住宅市場の活性化

福岡県糟屋郡須惠町植木1484-1 株式会社コスモ建設

株式会社ブルケン・ウエス
ト 福岡営業所

690 人にやさしい家を考える会

人にやさしい家

福岡県大牟田市大字久福木450德永産業有限会社
5

德永産業有限会社

691 九州快適な住まいづくりの会

中九州快適なエコの家

福岡県大牟田市不知火町1丁目3 圓佛産業株式会社 熊本 圓佛産業株式会社 大牟
番地
営業所
田営業所

692 水源の杜の家

水源の杜の家

福岡県朝倉郡筑前町依井1066番
ユタカホーム有限会社
地の8

株式会社アサモク

693 朝倉住宅研究会

朝倉住宅研究会の家

福岡県朝倉市牛木700

矢野建設工業株式会社

株式会社直方建材 甘木
木材市場

694 地域安心健康住宅の会

地域安心健康住宅

福岡県朝倉市馬田3700

株式会社ハミングホーム

株式会社ブルケン・ウエス
ト 朝倉営業所

695 西日本住宅研究会

西日本住宅研究会の家

福岡県直方市上頓野1479-2

株式会社直方建材

株式会社直方建材一級建
築士事務所

696 DONMARKの家研究会

ドンマルク

福岡県八女郡広川町日吉1164有限会社 メイクハウス
71

株式会社直方建材 広川
店

697 快適生活推進ネットワーク

快適生活住宅

福岡県八女市龍ケ原267-4

株式会社ワタヤ

株式会社ワタヤ

698 住まいの環境快適住宅

地域密着型快適住まい造り

福岡県飯塚市楽市594-1

有限会社大村建設

株式会社ブルケン・ウエス
ト 飯塚営業所

699 九州型安心住宅を考える会

家族のやすらぎと安心を守る家

福岡県飯塚市平恒515-49

西日本フレーミング株式会 西日本フレーミング株式会
社
社

700 九州・福岡 すまいの研究会

木々香る家

福岡県福岡市西月隈1丁目7番29 株式会社福博木材セン
号
ター

株式会社福博木材セン
ター

701 ふくおか長期優良住宅推進グループ

福の家

福岡県福岡市早良区次郎丸6丁
株式会社市岡
目10-21

株式会社住

702 まうごつよか家をつくる隊

まうごつよか家

福岡県福岡市早良区次郎丸6丁
株式会社ＳＨＩＮ－ＥＩ
目10-21

株式会社住

703 ひご木の家づくりネットワーク

ひご木の家

福岡県福岡市早良区次郎丸6丁
肥後木材株式会社
目10-21

株式会社住

704 木のマイホーム促進会

木のマイホーム～九州美林・笑顔の家～ 37

705 夢×みらいラボ

夢×みらいのいえ

福岡県福岡市中央区渡辺通2-4レグルス株式会社
20 パール福岡703

706 岡山やさしい家つくり倶楽部

はれのくに岡山安心住宅

福岡県福岡市中央区那の津3丁
株式会社木の城いちばん 越智産業株式会社
目12番20号

707 耳納杉産直ネットワーク

耳納杉産直住宅

福岡県福岡市東区社領1丁目2-9 岩佐製材所

708 福岡県産直住宅推進協議会

ふくおか型産直住宅

福岡県福岡市東区社領1丁目2-9 福岡中小建設業協同組合 福岡中小建設業協同組合

709 北Qネットグループ

北Qネットの家

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3九州ホーム株式会社
4

710 一般社団法人福岡県木造住宅協会

北部九州の木の家

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-3- 一般社団法人福岡県木造 一般社団法人福岡県木造
4
住宅協会
住宅協会

711 ヤマエよか家つくる会

なかなかよか家

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5丁
株式会社ワイテック
目7番17号3階

ヤマエ久野株式会社 木
材住資部

712 くうきと暮らしの研究会九州支部

九州のくうき価値住宅

福岡県福岡市博多区祇園町4-3ﾁ
株式会社ホームランド
ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ祇園608

株式会社やくも

713 九州快適すまいの家を建てる会

九州快適すまいの家

福岡県福岡市博多区竹下1-4-10 株式会社甲斐建設

ＴＯＴＯ九州販売株式会社

714 ＰＬ九州 ＢＥＬＳ促進協議会

エコで災害に強い健康住宅

福岡県福岡市博多区博多駅東２
ハゼモト建設株式会社
丁目１０番３５号

パナソニック リビング九州
株式会社

715 エネファームで低炭素住宅を創る会

エネファームで創る福岡の家

福岡県福岡市博多区博多駅東3株式会社エー・ディー・エル 株式会社エー・ディー・エル
12-12

716 響・快適な住まいを考える会

響・快適な住まいの家

福岡県北九州市小倉南区大字朽
株式会社キョーエイ
網3914番90

株式会社キョーエイ

717 安全・安心の住まい造りの会

正真正銘、国産合法材の雅

福岡県北九州市小倉北区西港町
有限会社信建設
122-21

株式会社ブルケン・ウエス
ト 北九州営業所

718 北部九州工務店ネットワーク

玄海ひびき絆の家

福岡県北九州市小倉北区西港町
株式会社サダイシ
61番23号

北部九州工務店ネットワー
ク（越智産業株式会社北九
州営業所）

719 九州山口匠の会「匠の極」グリーン化

九州山口匠の会「匠の極」

福岡県北九州市小倉北区大手町
株式会社サン建築工房
3番1号

株式会社サン建築工房

720 福岡県健康住宅促進協議会

福岡県型安心と笑顔のあふれる家

福岡県北九州市八幡西区下畑町
株式会社ＺＯＭＥ
13番7号

株式会社ＺＯＭＥ

721 北九州グリーン住宅研究会

空気のおいしい健康な家

福岡県北九州市八幡西区大字楠
イーホーム株式会社
橋4891番地3

カネシン産業

福岡県福岡市中央区赤坂1-14-

19

株式会社新宮

株式会社GtoS

株式会社GtoS
レグルス株式会社

福岡中小建設業協同組合

九州ホーム株式会社

採択
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グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
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グループ事務局
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722 北部九州 い～暮らしネットワーク

美・九州の森と川を守る家

福岡県北九州市八幡西区築地町 株式会社スローライフ住宅
株式会社デンヒチ
19番15号
設計

723 周防灘ゼロエネ倶楽部

周防灘さんさんの家

福岡県北九州市門司区西海岸三
株式会社長尾材木店
丁目19番3号

724 よかもんを残す会

家族と歩むさがの家

佐賀県佐賀市本庄町本庄530-1

725 丸三木材の会

自然素材のぬくもり

佐賀県三養基郡みやき町大字白
株式会社エム・ウッド
壁1978

株式会社エム・ウッド

726 未来の森林を守る会

3世代住み継がれる「有田・長崎街道の
家」

佐賀県西松浦郡有田町下本乙２ 有限会社有田木材セン
５７８－１
ター

有限会社有田木材セン
ター

727 エコ・スマートホーム・ネットワーク

エコ・スマートホーム

佐賀県鳥栖市松原町1755-1

有限会社米田建設

加根久株式会社 鳥栖支
店

728 ネクストビルダーズネットワーク

森のすみか・100の家

佐賀県唐津市浦6410

株式会社フレックス唐津

株式会社フレックス唐津

729 よか家づくり普及促進会

北部九州ぬくもりのある快適住宅

佐賀県唐津市原1360番地1

株式会社孝和建設

株式会社栗原木材店

730 佐賀県建設産業協会

佐賀松浦の家

佐賀県唐津市湊町373-1

株式会社松岡工ム店

中村哲建築設計事務所

731 さがの木の家研究会

さがの木の家

佐賀県唐津市和多田南先石1番 株式会社住工房プラスア
29号
ルファ

福井木材株式会社

ヤマエ久野株式会社 北
九州支店

株式会社山口新建木材セ 株式会社山口新建木材セ
ンター
ンター

732 ２１世紀地球環境を守る会の家

２１世紀地球環境を守る会

佐賀県武雄市北方町志久5862-9 土井建築有限会社

株式会社直方建材 佐賀
店

733 肥前快適家づくりの会

肥前快適の家

長崎県佐世保市三川内本町201
親永産業株式会社
番地15

親永産業株式会社

734 あったかい家つくらんば隊

木育ぬくもりの家

長崎県佐世保市大和町1番地1

株式会社萩原材木店

735 ＪＳＫネットワーク

ＪＳＫの家

長崎県佐世保市白岳町50番地55 有限会社エムズ

株式会社ジェイ・エスさせ
ぼ

736 優良住宅ネットワーク長崎

家族だんらん長崎の家

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷
728-1

有限会社末次材木店

737 NPO法人西九州優良木造住宅を創る会

うちんがたん木の家

長崎県大村市富の原1丁目1545髙瀬建設株式会社
1

株式会社富建

738 雲仙・ながさ木の家づくり会

ながさ木の家

長崎県島原市新馬場町894-1

株式会社内島材木店

739 長崎ビルダーズネットワーク

よか家・九州

長崎県島原市礫石原町甲1202－
有限会社昭和技建工業
43

株式会社福栄

740 長崎すて木な家づくりの会

長崎のすて木な家

長崎県諫早市栄田町20番31号

株式会社クロダ

741 九州周遊のよか仲間達

九遊の家

長崎県諫早市小野島町2223番地
高島建設工業株式会社
1

高島建設工業株式会社

742 いいね！ながさき木の家づくり会

じげもんの家

長崎県諫早市赤崎町201番地

株式会社阿部木材

株式会社阿部木材

743 九州優良住宅推進会

やすらぎ長期優良の家

長崎県諫早市多良見町市布1543
株式会社西川木材
番地

株式会社西川木材

744 よう～

熊本県阿蘇市一の宮町宮地2313
株式会社古木常七商店
番地

株式会社古木常七商店

745 NKよか家ブランド化事業推進会

NKよか家いい住まい

熊本県宇城市松橋町古保山
3462-1

有限会社山内建設

株式会社直方建材 熊本
店

746 あらたま住宅プロジェクト

あらたま輝きの家

熊本県玉名市繁根木75

有限会社原口建材店

株式会社伝座工房

747 くまもと・よか家づくり推進会

くまもと・よか家

熊本県熊本市中央区河原町11番
株式会社平野設計室
地

出田実業株式会社

748 くまもと未来の住宅を考える会

新・肥後住宅『ABAIE』(アバイエ）

熊本県熊本市中央区琴平二丁目
有限会社上林建設
4番10号

株式会社田中材木店

749 熊本エコ住宅を考える会

山から里まで「活気」を与える木の家

熊本県熊本市東区鹿帰瀬町393
株式会社智建
番地

善徳丸建材株式会社

750 未来に残す家づくり研究会

未来に残す家

熊本県熊本市東区平山町2985番
ACTIVE DESIGN
地1

原田木材株式会社

751 九州の新しい暮らしをつくる会

健康に配慮した災害に強いエコ住宅

熊本県熊本市南区近見７丁目５
番３６号

パナソニック リビング九州
株式会社 熊本支店

752 くまもと希望の星

くまもと希望の家

熊本県熊本市南区御幸笛田8丁
有限会社村田工務店
目2番5号

753 KKN

TAKUMI未来住宅

熊本県上益城郡益城町大字古閑
株式会社エバーフィールド 一般社団法人ＫＫＮ
107番地12

754 KS倶楽部

「地域材活用DE山の元気」住宅

熊本県上益城郡嘉島町鯰2803株式会社喜太郎
4-2F

株式会社喜太郎 統括本
部

755 おおいた住まいづくり協議会

つなごう 大分家づくり

大分県速見郡日出町大神166-36 株式会社奥田組

株式会社三想

756 豊後 木の家ネットワーク

Oita Wooden House

大分県大分市横尾768番1

757 豊の国優良住宅推進協議会

大分地産優良住宅

大分県大分市向原東2丁目1番28
日本ハウジング株式会社
号

758 信頼と実績の住宅生協

ひろがる、かなでる未来住宅

大分県大分市中央町4丁目1番32 大分県労働者総合生活協 大分県労働者総合生活協
号
同組合
同組合

759 O’s Wood Project

O’s Wood House

大分県大分市南生石東7組

家づくり図書館 ～家づくりは学ぶことからはじめ 住む人と、自然を大切にする健康エコ住
宅

20

株式会社萩原材木店

林田設計企画

株式会社内島材木店

有限会社四季工房

株式会社三善建設

肥後トーヨー住器株式会社

有限会社榮建リフォーム・
仲道トーヨー株式会社
システム

株式会社大塚木材

有限会社中山建材店

株式会社大塚木材

採択
No

グループ名称

グループ所在地
（事務局）

地域型住宅の名称

グループ代表者
所属

グループ事務局
所属

760 おんせん県あったかエコ住宅の会

おんせん県あったかエコ住宅

大分県大分市豊海3丁目1994番
大分トステム株式会社
地の245号

大分トステム株式会社

761 おおいた長期優良住宅推進グループ

大分県快適住宅

大分県大分市豊海4丁目3番8号 有限会社渡辺建築工房

株式会社ブルケン・ウエス
ト 大分営業所

762 日田グリーン化事業「天領木の会」

日田杉活用住宅「天領木の家」

大分県日田市大字石井777番地 株式会社天領木

株式会社日田十条

763 「ひたの木の香りの家」研究会

ひた木香の家

大分県日田市大字東有田3584-1 有限会社イトウホーム

有限会社イトウホーム

764 住まいる大分促進協議会

家族健康エコ住宅

大分県豊後高田市高田２１４５番
有限会社為成建設
地１

株式会社中村建材店

765 東九州省エネ住宅推進協議会

東九州の家

宮崎県延岡市日の出町1丁目18 有限会社小嶋凌衛建築設 株式会社建窓センターキヨ
番1号
計事務所
ナガ

766 九州森の住まいプロジェクト

九州森の住まい

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂
3569番地7

アイ・ホーム株式会社

アイ・ホーム株式会社

767 地域型住宅「ひむかの家」協議会

「ひむかの家」

宮崎県宮崎市瀬頭2丁目4-12

有限会社新町工務店

一般社団法人宮崎県建築
業協会

768 宮崎住宅研究会

宮崎住宅研究会の家

宮崎県西都市三宅556

株式会社杷野

株式会社杷野

769 故郷を想い、守る会

九州 緑の家

宮崎県西都市大字鹿野田3293番
有限会社斎藤建設
地1

有限会社斎藤建設

770 ファースの家を造る会

ファースの家

宮崎県都城市横市町265番地5

清栄建設

清栄建設

771 宮崎「みどりと健康の家」協議会

みどりと健康の家

宮崎県都城市五十町1388番地

久保産業株式会社

久保産業株式会社

772 相棒倶楽部

みなみのいえ

宮崎県都城市早鈴町1866番地10 持永木材株式会社

持永木材株式会社

773 宮崎長期優良住宅建築促進協議会

快適☆宮崎スギの家

宮崎県都城市早鈴町5085番地

都城森林組合

774 耳川スギで住まいを創る会

耳川杉の匠人

宮崎県日向市大字日知屋5514番
耳川広域森林組合
地18

東九州プレカット事業協同
組合

775 飫肥の国住宅研究所

飫肥の国の住まい

宮崎県日南市大字伊比井173番
株式会社高嶺木材
地1

株式会社高嶺木材

776 鹿児島県優良住宅協会

かごしま地材地建の家

鹿児島県姶良市加治木町木田
2076-1

株式会社高嶺木材 鹿児
島支店

777 みんなが楽しく暮らす家深耕会

みんなが楽しく暮らす家

鹿児島県肝属郡肝付町新富752- 株式会社ブルケン・ウエス 株式会社ブルケン・ウエス
3
ト
ト 鹿屋

778 鹿児島ビルダーズネットワーク

かごしまＥcoモクの家

鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目5番
マエダハウス株式会社
10号

鹿児島ビルダーズネット
ワーク(越智産業株式会社
鹿児島営業所）

779 南九州住宅研究会

南九州住宅研究会の家

鹿児島県鹿児島市卸本町5-16

株式会社直方建材 卸本
町店

780 南九州SW会

南九州ゼロエネの家

鹿児島県鹿児島市清和3丁目4-1 株式会社米玉利住工

株式会社米玉利住工

781 かごしま家づくりの会

かごしまの環境共生住宅

鹿児島県鹿児島市西別府町
2995-5

株式会社中澤

782 南九州優良住宅推進協議会

ネクストハウス

鹿児島県鹿児島市谷山港1丁目
株式会社大成寺工務店
2-4

783 ゆとりある空間の家深耕会

ゆとりある空間の家

株式会社ブルケン・ウエス 株式会社ブルケン・ウエス
鹿児島県鹿児島市東開町13-28
ト
ト 鹿児島営業所

784 薩摩 木の家つくる会

薩摩 木の家

鹿児島県鹿児島市東開町3-8

785 ダーウィンの会

かごしまよか家

鹿児島県鹿児島市東開町3番地
株式会社木脇
75号

株式会社木脇

786 長期優良住宅南九州の家協議会

長期優良住宅「南九州の家」

鹿児島県鹿児島市東開町4-18

株式会社マルヒラ

株式会社マルヒラ

787 本物の家づくり研究会

居心地の良い「かごんまの家」

鹿児島県鹿児島市東俣町176-1 株式会社イシタケ

株式会社イシタケ

788 鹿児島自立循環型住宅研究会

薩摩パッシブデザイン住宅

鹿児島県出水市昭和町12-21

丸久建設株式会社

丸久建設株式会社

789 かごしま住まいを考える会

かごしま住まいを考える会の家

鹿児島県霧島市溝辺町崎森
2994-1

有限会社北園建築

株式会社直方建材 鹿児
島店

790 霧島住まいの協議会

霧島杉利用住宅『霧島の家』

鹿児島県霧島市国分広瀬4丁目7 有限会社エイエスピイホー
株式会社米田
番6号
ム

791 家族が朗らかになる家深耕会

家族が朗らかになる家

鹿児島県霧島市隼人町小田632

792 沖縄で木造の長期優良住宅を普及させる会

健康長寿に配慮した災害に強いエコ住宅 沖縄県浦添市牧港５丁目４番３号 株式会社みらいホーム

パナソニックリビング九州
株式会社 沖縄支店

793 沖縄の木の家研究倶楽部

木の香るうちなーの家

沖縄県糸満市西崎町5-12-19

株式会社安永建築

株式会社ワイテック 沖縄
プレカットセンター

794 沖縄木造住宅協同組合

沖縄パッシブ住宅

沖縄県那覇市銘苅2丁目10-1

株式会社T＆T

株式会社幸健ホーム

21

都城森林組合

株式会社住まいず

有限会社千代盛工務店

株式会社もみの木ハウス
かごしま

株式会社有薗

図南木材株式会社

ヤマエ久野株式会社 木
材住資鹿児島支店

株式会社ブルケン・ウエス 株式会社ブルケン・ウエス
ト
ト 霧島営業所

