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271 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番地

有限会社アーキッシュ・
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

272
『木育』でつなげる北海道木造住
宅の会

『木育』でつなげる北海道木
造住宅

北海道石狩市花畔3条1
丁目257番地

北スタイル株式会社 北スタイル株式会社

273 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7-1-1

株式会社橋本建設 株式会社クワザワ

274 オホーツクの家づくり協議会
地域型長期優良住宅「オホー
ツクの家」

北海道常呂郡訓子府町
栄町78番地

株式会社高橋工務店
株式会社ウッド・デコ設計
事務所

275 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11番地

札幌トーヨー住器釧路株
式会社

札幌トーヨー住器釧路株
式会社

276 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

277 とかちの木で家をつくる会 とかちの木の家
北海道帯広市西十六条
南4丁目7番15号

オムニス林産協同組合 有限会社オバラ建商

278 上川・空知　良い家を創る会 TAISETSU　恵みの家
北海道滝川市栄町2丁目
8-21

株式会社空間工房 株式会社空間工房

279 フロンティアspirits北海道 N50°
北海道石狩郡当別町緑
町259-8

株式会社わたなべ建築工
房

株式会社わたなべ建築工
房

280 次世代スタンダード住宅研究会 Sapporo 開拓の家
北海道札幌市白石区北
郷九条7丁目2-10

札幌トーヨー住器株式会
社

札幌トーヨー住器株式会
社

281 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番地

三津橋産業株式会社
三津橋産業株式会社 札
幌支店

282
くしろ・ねむろ「木づな」の家協議
会

くしろ・ねむろ「木づな」の家
北海道釧路郡釧路町桂4
丁目15番地

株式会社長谷川建築設
計事務所

丸善木材株式会社

283
北方型住宅北の木の家推進の
会

道産材活用型「北方型住宅」
北海道旭川市豊岡４条３
丁目7番13号

株式会社カワムラ 株式会社オークランド

284 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家ノ
下42

ヤマメイ株式会社
ヤマメイ株式会社 上北支
店

285 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』

青森県八戸市大字廿三
日町2

有限会社日高見工務店 株式会社吉田産業

286 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番地

齋藤木材株式会社 株式会社赤石材木店

287 のへじ住宅研究会 のへじ優良住宅
青森県上北郡野辺地町
上川原22-3

株式会社旭建材 株式会社旭建材

288
YJK会【やっぱり地元の工務店が
一番会】

TsuGaru
青森県弘前市大字神田
二丁目3-12

株式会社石郷岡 株式会社石郷岡

289 青森県優良住宅協会
青森型優良住宅「未来tunagu
家」

青森県弘前市神田二丁
目3番地12

日野建ホーム株式会社 株式会社石郷岡

290 南部家造りひかり会 南部快適木の家
青森県八戸市大字廿三
日町2番地

小幡建設工業株式会社 株式会社吉田産業

291
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

有限会社平内建築 株式会社下久保建材店

292 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

293
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～

青森県八戸市大字廿三
日町2

株式会社八重働工務店 株式会社吉田産業

294 サンネットグループ おらほの家
青森県三戸郡三戸町大
字川守田字東張渡22番
地

有限会社サントーヨー住
器

有限会社サントーヨー住
器

1



採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
グループ代表者

所属
グループ事務局

所属

295 秋田緑の会 自然育む秋田の家
青森県八戸市大字廿三
日町2番地

有限会社村上工務店 株式会社吉田産業

296 住まいの研究会 下北健康住宅
青森県八戸市大字廿三
日町2

有限会社大地ハウジング 株式会社吉田産業

297 ふくしま住まいの研究会 快適住宅「エコの家」
青森県八戸市大字廿三
日町2番地

須藤建築 株式会社吉田産業

298 函館みどりの会 道南の健康住宅
青森県八戸市大字廿三
日町2

有限会社鈴木建設 株式会社吉田産業

299 青森FAS会 青森健康エコな家
青森県青森市田茂木野
字阿部野114-71

株式会社松本工務店 ヤマメイ株式会社

300 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

301 イワベニネクスト会 neos（ネオス）
岩手県盛岡市青山一丁
目18-8

株式会社イワベニ 株式会社イワベニ

302 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番地1

株式会社サンホームズ 株式会社ヤマイチ

303 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地割１番地1

有限会社女澤工務店 有限会社マルヒ製材

304 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

花住ﾎｰﾑ株式会社 株式会社坂田建材

305 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番地1

株式会社インデュアホー
ム

株式会社インデュアホー
ム

306
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

有限会社陳場工務店
株式会社ブルケン東日本
軽米営業所

307 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番地2

有限会社村田建業
株式会社黒沼建築設計
事務所

308 東日本家づくりの会 あたたか幸せの家
岩手県花巻市矢沢第10
地割1番地1

株式会社SETサポート 株式会社SETサポート

309 三陸地域材推進の会
国産材使用のグリーン化住
宅

岩手県陸前高田市竹駒
町字滝の里105-6

けせんプレカット事業協同
組合住田工場

けせんプレカット事業協同
組合　高田工場

310 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番地1

藤正建設株式会社 株式会社嶋勘商店

311
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千
厩字摩王12-1

有限会社タカラ住建 永沢木材株式会社

312 THMネット’９９ 快適な住まい
岩手県花巻市桜台1-27-
12

株式会社HousePro. 株式会社HousePro.

313 チーム気仙 希望の家
岩手県大船渡市大船渡
町字明神前13-7

有限会社コンノ建設 有限会社コンノ建設

314 和座 和風住宅　和座
岩手県西磐井郡平泉町
平泉字柳御所22-2

須藤工務店 有限会社小岩材木店

315 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3-66-4

中里建業
合資会社長谷川金物店
建材部

316 仙南建築匠会 仙南匠の家
宮城県亘理郡亘理町逢
隈田沢字早川66番地の１

仙南ベニヤ株式会社
仙南ベニヤ株式会社 リメ
イクアーキテクト

317 快適住宅をつくる会 宮城山形快適住宅
宮城県仙台市宮城野区
中野字只屋敷4-1

有限会社サトーホーム 有限会社サトーホーム

318 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｻﾞｰ共の会 ｸﾞﾘｰﾝ化住宅
宮城県仙台市宮城野区
中野字上小袋田18番1

株式会社ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｻﾞｰ 株式会社ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｻﾞｰ

319 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4

有限会社伊藤工設計 有限会社伊藤工設計

2



採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
グループ代表者

所属
グループ事務局

所属

320
「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2丁目7-5

株式会社ホーム建材店 株式会社ホーム建材店

321 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」

宮城県大崎市古川休塚
字新西田38-1

株式会社ハウズサポート
宮城

株式会社タカカツ

322 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 株式会社山大 株式会社山大

323 「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丁目5番地7

フォースワンホールディン
グス株式会社

フォースワンホールディン
グス株式会社

324
みやぎ住まいづくり支援ネット
ワーク

燦々の家
宮城県仙台市青葉区大
町2-12-13

株式会社東山設計 株式会社東山設計

325
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5-22-2

株式会社橘綜合住宅 株式会社橘綜合住宅

326 次世代の会 次世代へつなぐ家
宮城県多賀城市城南1丁
目15-6

株式会社キクチ 株式会社キクチ

327
杜の都仙台いぐねのいえづくり研
究会

みやぎ・えがお広がる「共歩・
共育の家」

宮城県仙台市青葉区水
の森3-29-21-705

建物よろず相談室 建物よろず相談室

328 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

宮城県仙台市青葉区本
町一丁目14番18-502号

株式会社気仙沼工務店 宮城県優良住宅協会

329 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1-21

株式会社カネソ曽根建業
株式会社吉田産業 仙台
支店

330
宮城　“良”　質な家プロジェクト
協議会

宮城　“良”　質な家
宮城県柴田郡柴田郡大
河原町新南67-2大河原
町新南

株式会社渋良建材店 株式会社渋良建材店

331
『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』

秋田県横手市大沢西野
25  三又建設（株）横手本
店

三又建設株式会社 三又建設株式会社

332
北東北寒冷地省エネルギー住宅
研究会

北東北低炭素2×4住宅
秋田県秋田市寺内蛭根3
丁目1番20号

共和ホーム株式会社 共和ホーム株式会社

333 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1-4

有限会社サトー建築事務
所

金屋株式会社

334 おきたま楽住協議会 やまがたいい住まい
山形県西置賜郡飯豊町
小白川1788-2

株式会社ホリエ 有限会社渡部製材所

335 山形雪国の家を創る会 山形雪国の家
山形県山形市嶋北一丁
目23-12

株式会社楽々ﾎ-ﾑ 株式会社楽々ﾎ-ﾑ

336 置賜の我が家
みんなが住みたくなる「おきた
まの我が家」

山形県長井市舟場9番18
号

有限会社新ナガモク
特定非営利活動法人ひ
びき

337 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

338 庄内の『快適な家』を造る研究会 庄内快適住宅
山形県鶴岡市文下字沼
田44-1

五十嵐工務店 阿部多株式会社

339 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

340 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

341 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

342
「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番地の10

株式会社サトー住販 株式会社サトー住販

343 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

福島県郡山市安積二丁
目271番

岡田電気産業株式会社
岡田電気産業株式会社
住設建材郡山南営業所

344 「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

株式会社セキショウ建設 有限会社メディアサポート
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345 いわき家ナビ いわきの家
福島県いわき市常磐下船
尾町古内133

株式会社正木屋材木店 株式会社正木屋材木店

346 快適住宅研究会 ぬくい家
福島県郡山市富久山町
久保田字深田10-1

清野トーヨー住器株式会
社

清野トーヨー住器株式会
社

347 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

計画建設株式会社
吉川建材産業株式会社
駅前営業所

348 福島優良住宅建設協会 幸福の家
福島県郡山市香久池1-
8-6

有限会社廣創建設工業 郡山ｻｯｼｾﾝﾀー株式会社

349 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
町田島字元八幡甲315－
4

株式会社大橋工務店 株式会社田浦

350 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
野四丁目2-4いわきﾆｭｰﾀ
ｳﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

株式会社エコ・ビレッジ 全木協福島県協会

351 ID会 匠のすまい　いわき
福島県いわき市鹿島町御
代字赤坂16-6

有限会社鈴勝建設 有限会社鈴勝建設

352 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
1194番地

株式会社センチュリー
ホーム

株式会社センチュリー
ホーム

353
ふくしまの住まいを創造するネッ
トワーク「SIMOKU(しもく)」

ふくしまの住まい「SIMOKU
（しもく）」

福島県郡山市並木1-1-
11

八光建設株式会社 八光建設株式会社

354 ふくしま家づくりネットワーク ふくしまの家「きなり」
福島県福島市宮代字一
本松91番地

有限会社川崎建築設計
事務所

有限会社菊地設計

355 あぶくま地方の家研究グループ
ふくしまの人と材で創る「知恵
と技の家」

福島県郡山市富久山町
福原字東内打5-1

株式会社増子建築工業 株式会社増子建築工業

356 ふくしま希望の家づくりの会 ふくしま希望の家
福島県郡山市台新１-32-
2　ロイヤル台新110

トーモク株式会社 有限会社メディアサポート

357 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アスカビル１Ｆ

福島県建築士会福島支
部

福島県建築士会福島支
部

358 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2153-34

株式会社棟匠
株式会社林産 宮の郷事
務所

359 茨城・森から家Ｎｅｔ 常陸・結の家
茨城県水戸市渋井町50
番地

有限会社椿山住宅販売
株式会社茨城木材相互
市場

360
～八溝山からつくる住み良い環
境づくり～   「もっくりん eco の
会」

もっくりんの家
茨城県常陸大宮市宮の
郷2153-32

もっくりん協同組合 もっくりん協同組合

361 チームeZEROいばらき eZEROハウス
茨城県久慈郡大子町矢
田812

株式会社石井輝一商店
株式会社野内トーヨー住
器

362 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

363 常陸国ＺＥＨネットワーク 常陸ゼロエネ住宅
茨城県つくば市筑穂2-3-
1

株式会社池田建設 株式会社カイテキホーム

364 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1380番地33

コンセプトハウス株式会
社

日木産業株式会社（西原
工場）

365
P.V.ソーラーハウス協会　温暖地
グループ

2050年型ゼロエネ住宅 -温
暖地版-

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘四
丁目5番2

株式会社ピーブイ・ソー
ラーハウス協会

株式会社ピーブイ・ソー
ラーハウス協会

366
P.V.ソーラーハウス協会　寒冷地
グループ

2050年型ゼロエネ住宅 -寒
冷地版-

茨城県龍ケ崎市藤ケ丘四
丁目5番2

株式会社ピーブイ・ソー
ラーハウス協会

株式会社ピーブイ・ソー
ラーハウス協会

367 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

368 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
つくばトーヨー住器株式会
社

369 常陸国Neighborfood 常陸国喜楽家
茨城県牛久市中央5-13-
15

株式会社蔵持ハウジング
蔵持ハウジング一級建築
士事務所

4
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グループ名称 地域型住宅の名称
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（事務局）
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所属
グループ事務局
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370 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

371
ＳＩＰ下野いい家プロジェクト協議
会

下野いい家
栃木県宇都宮市福岡町
1293番地6

栃木県木材業協同組合
連合会

宇都宮製材業協同組合

372 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

373 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
4-225-7

株式会社ネクステージ 株式会社ネクステージ

374 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丁目
6番32号

株式会社小堀建設 株式会社小堀建設

375 木住協「つながる家」実行委員会
ぐんま木住協の家「つながる
家」

群馬県前橋市紅雲町1-
7-12

広井建設株式会社
一般社団法人群馬県木
造住宅産業協会

376 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

377 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

有限会社鞍城建設
石井正人建築設計事務
所

378 日本ビルダー支援機構 安全・快適な家づくり
群馬県高崎市新保町
991-2

渋沢テクノ建設株式会社 日本ビルダー支援機構

379 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

380 坂東務者グループ
B and W house（バンドウハウ
ス）

群馬県伊勢崎市日乃出
町593-3

ヨシダ産業株式会社 ヨシダ産業株式会社

381 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

382 イデア住宅研究会
イデアホーム「ゆとりの家
shiki」

埼玉県八潮市緑町5-29-
32

株式会社益田建設 株式会社益田建設

383 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

有限会社清水住建 株式会社ホームズマルホ

384 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 株式会社奥田建設 叶木材有限会社

385 全木協埼玉県協会 匠が創る埼玉・木の家
埼玉県八潮市鶴ケ曽根
864-1

大野建設株式会社 モック株式会社

386 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

387 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

388 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
堀の内町1-359

株式会社コダマホ－ム 星野木材株式会社

389 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

390 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36番地1

株式会社さとうトーヨー住
器

株式会社さとうトーヨー住
器

391 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　東商ビル5　5B

株式会社ティーユー工房 株式会社ティーユー工房

392 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

393 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

394 省エネ空間工房 清涼・快適な家
埼玉県川口市芝新町4-
18　第一貢友ビル3階

株式会社エスケー住建 株式会社エスケー住建

5
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395
林産地と都市の循環型社会を目
指す紀州材の家づくりネットワー
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

396 丸太組構法普及促進協議会 アゼクラ -azekura-
埼玉県所沢市西所沢1-
16-31

株式会社フェニックスホー
ム

株式会社フェニックスホー
ム

397 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

398 茨城県中小建築工事業協会 いばらき木の家
千葉県柏市光ケ丘2-22-
8　ハイツ光良101号

株式会社にのみや工務
店

茨城県中小建築工事業
協会

399 千葉県中小建築工事業協会 ちば木の家
千葉県柏市光ケ丘2-22-
8　ハイツ光良101号

みのり開発株式会社
千葉県中小建築工事業
協会

400 りん空の家の会 りん空の家 千葉県成田市吉倉231 印東木材株式会社 印東木材株式会社

401 水と緑の東葛地区安心住宅の会 千葉・東葛高性能住宅
千葉県流山市江戸川台
西2-167

平野建築 和泉木材株式会社

402 暮らし安心住宅の会
木の暖かさを感じる省エネ住
宅

千葉県松戸市紙敷1171 株式会社渡辺工務店 株式会社大功

403 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6-16-31

有限会社タケワキ住宅建
設

秋山木材産業株式会社

404 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

405 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

406 関東住まいるハートの会 関東住まいるハートの家
千葉県習志野市東習志
野6丁目19番12号

株式会社ハウス・デポ関
東

株式会社ハウス・デポ関
東

407 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6-16-31

秋山木材産業株式会社 秋山木材産業株式会社

408 千葉住宅なびの会 房総の家 千葉県市原市姉崎736-1 株式会社ひらい 株式会社ひらい

409 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
1-38-11-1Ｆ

多摩・産直すまいづくりの
会

住まいとまちづくりコープ

410
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

株式会社匠陽 浜屋ガラス株式会社

411 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　番町MKビル301

特定非営利活動法人木
の家だいすきの会

特定非営利活動法人木
の家だいすきの会

412 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

413 カーサプロメンバーズ カーサプロメンバーズ
東京都港区西新橋3丁目
7番1号

カーサ・プロジェクト株式
会社

株式会社住宅アカデメイ
ア

414 地域型丸太組構法普及の会 丸太組構法　木組みの家
東京都世田谷区成城2-
36-17

株式会社タロ・インターナ
ショナル

株式会社タロ・インターナ
ショナル

415
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号

株式会社中村組
株式会社ノダ一級建築士
事務所

416
大地を守る会の自然住宅・安心
家づくりの会

大地を守る会の自然住宅
東京都港区六本木6-8-
15第2五月ビル2階

有限会社直井建築工房
株式会社大地を守る会自
然住宅チーム

417 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

418 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

419 全木協東京都協会 「いえ・まち」東京2015
東京都中央区八丁堀3-
4-10京橋北見ビル東館6
階

岡庭建設株式会社 全木協東京都協会

6
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420
「生命を繋ぐ　八溝の住まい」推
進委員会

「生命を繋ぐ　八溝の住まい」
東京都江東区東陽3-23-
22東陽ＡＮビル2Ｆ

株式会社おゆみ野住宅 第一産商株式会社

421 伊佐ホームズグリーン化事業 あたらしい家　秩父百年の森
東京都世田谷区瀬田2-
26-7

伊佐ホームズ株式会社 伊佐ホームズ株式会社

422 R+houseシステム R+house
東京都港区白金台3-2-
10白金台ビル6階

株式会社アール・プラス・
マテリアル

ハイアス･アンド･カンパ
ニー株式会社

423 中四国の良質な住宅を考える会
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
プライムタワー

サンエイ興産株式会社
株式会社ＬＩＸＩＬ住宅研究
所

424 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

425 無垢材現しの家　協議会 無垢材現しの家
東京都目黒区青葉台一
丁目4番5号

株式会社アールシーコア 株式会社アールシーコア

426
共働き夫婦にやさしい家を考える
会

夫婦でつくる家
東京都千代田区神田美
土代町11-8

中井住宅木販株式会社
株式会社アルファフォーラ
ム

427
イザットハウス住宅グリーン化事
業プロジェクト

イザットハウスグリーン住宅
東京都港区西新橋2-18-
2新橋NKKビル6階

株式会社イザットハウス 株式会社イザットハウス

428 共働き夫婦の家を考える会 中部でCHU！「共働きの家」
東京都千代田区神田美
土代町11-8

大森木材株式会社
株式会社アルファフォーラ
ム

429 エコ・グリーン神奈川 ハイブリッド住宅
東京都品川区東品川1-
6-6

松尾建設株式会社 アールジー株式会社

430 グリーンホームネットワーク KINOIE 117
東京都世田谷区松原5-
27-11-201

フィールドネット一級建築
士事務所

フィールドネット一級建築
士事務所

431 美しい日本の家をつくる会 美しい日本の家
東京都港区虎ノ門1-1-21
新虎ノ門実業会館2階

美しい日本の家をつくる
会

美しい日本の家をつくる
会

432 首都圏高度省エネ住宅ラボ 木の香る認定あたたか住宅
神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央4-33-1

竹内木材工業株式会社 ナイス株式会社

433 「元の家」の会 「元の家」(はじめのいえ)
神奈川県愛甲郡愛川町
半原1938-1

民家工房常栄有限会社 民家工房常栄有限会社

434 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”　“安全”な住ま
い

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央4丁目36番1号
ナイス第二ビル3階

有限会社水品建工 テクノワークス株式会社

435 「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3-19-20

有限会社トータルハウジ
ング久野

株式会社木陽

436
KANAGAWA RELIEF HOUSE
CLUB

COCO-A
神奈川県座間市小松原
1-22-8

オダホーム株式会社 株式会社カナモク

437 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

438
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2-5-14 WISE
NEXT 新横浜 5F

株式会社OKUTA 株式会社エー・エス・ディ

439 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１０
８３

有限会社大橋晴夫建築
事務所

ラック株式会社 長岡支店

440 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

株式会社オンダ建築デザ
イン事務所

株式会社オタケ

441 新潟地域型住宅協議会 ネイティブハウス
新潟県新潟市中央区西
堀通三番町799番地西堀
カメリア902号室

株式会社Ｍ’ｓ構造設計 株式会社Ｍ’ｓ構造設計

442 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

富川建設株式会社 株式会社南清四郎商店

443 越後の匠の家普及協議会 越後の匠の家
新潟県長岡市川崎3-
2434-1

有限会社高橋工務店 石澤建設株式会社

444
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
同組合

株式会社ハウジングネッ
ト新潟

7



採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
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445 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
田上丙416-3

イタヤ イタヤ

446
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

447 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

448 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 にいがた木造建築協会

449 新潟匠の会地域型住宅事業部 新潟匠の家
新潟県新潟市東区下木
戸3丁目2番32号

大塚住宅建材株式会社 大塚住宅建材株式会社

450
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 新潟県見附市庄川町872 株式会社本間材木店 株式会社本間材木店

451 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 くみあい建設株式会社 南陽株式会社

452 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436-62

株式会社富山合板 株式会社富山合板

453 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
横越字正印道2

永森建設工業株式会社
株式会社田島木材 住宅
資材部

454 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

455 富山県優良住宅協会 四季を味わうとやまの家
富山県富山市花園町3丁
目3-15

株式会社ミヅホ建設 富山県優良住宅協会

456 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

457 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

有限会社棚田建設 株式会社ムラモト

458 いしかわ木の家協議会 居森乃宅
石川県白山市鶴来新町ソ
25番地

株式会社角永商店 株式会社角永商店

459 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-
681

株式会社駒沢建工 株式会社駒沢建工

460
北越の気候風土にあった住宅を
考える委員会

北越の気候風土にあった住
宅「家守、軒の出が深い家」

石川県能美市岩内町ヤ1
番地9

株式会社絹川商事 株式会社中東

461 F・I・T家づくり協議会 ほくりく  ゼロ住マイルの家
福井県南条郡南越前町
今庄第111号5番地の3

株式会社みつぐはうす工
房

株式会社みつぐはうす工
房

462 加賀越前・未来住宅創会 利口健勝な家
福井県福井市下荒井町
20字台田10番地

株式会社武善 株式会社武善

463
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 株式会社太田忍工務店 株式会社タッセイ

464 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 南陽株式会社 福井店

465 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号

有限会社ミナミ工務店
一般社団法人福井県建
築組合連合会

466 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

467 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2-15-
18

有限会社国見製材所 ウチダ建材株式会社

468 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
松岡兼定島14-36-7

太田木材株式会社 太田木材株式会社

469 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

株式会社山小設計 山梨木材市場株式会社
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470
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

山梨県南アルプス市上今
諏訪850-1

一般社団法人自然エネル
ギー普及協会

一般社団法人自然エネル
ギー普及協会建設部会
事務局

471
材木屋と頑固一徹職人が造る家
の会

そよかぜの家「富士」
山梨県南都留郡忍野村
内野4750

株式会社ビ・ボーン 株式会社ヤマヨセンター

472 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

473
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
造住宅協会

一般社団法人山梨県木
造住宅協会

474 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

475 快適住まい研究会 みんなでつくる快適住まい
長野県安曇野市三郷温
6548-1

株式会社フォースタッドエ
ンターテイメント

株式会社フォースタッドエ
ンターテイメント

476 全木協－長野県協会 H27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 全木協－長野県協会

477 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

長野県南佐久郡小海町
大字千代里2959番地2

株式会社建築工房・市川 株式会社カネト

478 信州の森林と家をつなぐ研究会 信濃の国の家
長野県下高井郡木島平
村穂高3228-1

軽井沢フジホーム株式会
社

瑞穂木材株式会社

479 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

480
信越地域快適家づくりの会「地域
適合住宅促進部会」

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

481 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

482 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

483
長生き信州”健康な住まい”推進
協議会

長生き信州”健康な住まい”
長野県南佐久郡佐久穂
町海瀬355

株式会社トモノ 株式会社トモノ

484 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

宮下建設工業株式会社 富国物産株式会社

485 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

486
東信州 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

487
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

株式会社あったか森の国
から

488 FREEQ九州（フリーク九州）
九州型維持管理企画住宅
『FREEQ九州（フリーク九州）』

岐阜県大垣市河間町1-
60

いえとまち株式会社 イビケン株式会社

489
BinO　Master's　Club（ビーノマス
ターズクラブ）

地域型住宅「BinO（ビーノ）」
岐阜県大垣市河間町一
丁目60番地

イビケン株式会社 イビケン株式会社

490
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
住宅協会

後藤木材株式会社

491
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 愛知県建設団体協議会
一般社団法人愛知県建
設団体連合会　岐阜支部

492 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

493
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
岐阜県岐阜市長良東1-
29

住生活空間株式会社 住生活空間株式会社

494
白川の家地域型住宅供給協議
会

東濃ひのきと白川の家
岐阜県加茂郡白川町三
川1385番地1

東濃ひのきと白川の家建
築協同組合

東濃ひのきと白川の家建
築協同組合
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495 岐阜美濃住環境活性化の会 岐阜美濃の家
岐阜県不破郡垂井町表
佐410－1

矢橋林業株式会社
矢橋林業株式会社 木材
事業本部 木材建材営業
部

496 愛岐せせらぎの家 愛岐せせらぎの家
岐阜県関市千疋北2丁目
7－2

名古路建築株式会社 名古路建築株式会社

497 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番地

株式会社加藤工務店
寺王建材株式会社 卸団
地店

498 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

499 いばらき 木と緑の家 協議会 いばらき 木と緑の家
静岡県浜松市浜北区於
呂1685

株式会社水戸建親セン
ター

株式会社水戸建親セン
ター

500 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

大門建設株式会社 有限会社伊豆木材市場

501 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

502
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番地

株式会社新栄
静岡県家づくり浜松協同
組合

503 遠州建築士による住まいの会 遠州建築士による住まい
静岡県掛川市下垂木
2445番地

ハナジマ設計一級建築士
事務所

株式会社尾崎工務店

504 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
俣町南鹿島63

鹿島木材株式会社 鹿島木材株式会社

505 静岡ゼロエネ住宅プロジェクト
静岡ゼロエネ住宅プロジェク
トモデルプラン

静岡県静岡市駿河区丸
子3436-1

有限会社J・C・Y 株式会社静岡エイケン

506 町の工務店ネット びおハウス
静岡県浜松市中区富塚
町2282-17

町の工務店ネット 町の工務店ネット

507 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

508
信州ベーシックハウス実行委員
会

信州材活用住宅
静岡県浜松市西区村櫛
町

株式会社北沢建築 ＯＭソーラー株式会社

509 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

510 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

511 （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
士事務所

株式会社中澤住宅工房

512 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

513
パッシブソーラーハウス推進ネッ
トワーク

パッシブ・ゼロ・エネルギー・
ハウス

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

514
アーキ・ユニット　ふじのくに清流
のみやこ

地域に活きるオンリーワンの
住まい

静岡県三島市北田町2番
28号

セキトランスシステム株式
会社

アーキ・ユニティー設計事
業協同組合

515 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

516 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

517 VOLKS HAUS Pro VOLKS HAUS 2015
静岡県浜松市西区村櫛
町4601

OM建築工房株式会社 OM建築工房株式会社

518 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
士事務所

清水建築工房一級建築
士事務所

519 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
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520 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丁目23番地

シンセイ建設株式会社 株式会社サンコー

521 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番地1

株式会社豊栄建設
株式会社ウッディシステ
ム

522 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」

愛知県豊橋市下地町字
柳目28番地

ホーム・クリエイション株
式会社

イシハラ株式会社

523 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

株式会社白繁
江間忠ウッドベース株式
会社

524 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『縁の家』

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

525 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

526 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

527 木香涼風の家 木香涼風の家
愛知県名古屋市中村区
中村町5-63-2

株式会社ＳＰＷ・ＴＡＨＡＲ
Ａ

原田木材株式会社

528 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1

株式会社山木商行
國六株式会社 江南プレ
カットセンター

529 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31番地

名古屋木材株式会社
名古屋木材株式会社 西
部事業所

530 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丁目9番地

石田建築設計室 株式会社アオキ建築

531 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 材惣木材株式会社

532 「なつかしい未来」を造る会 和の家
愛知県一宮市木曽川町
黒田往還南60-3

株式会社菅野企画設計 株式会社菅野企画設計

533 G1住宅研究会 Ｇ１ハウス
愛知県名古屋市西区新
道1丁目9番28号

ハウスクリエイト株式会社 ハウスクリエイト株式会社

534 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2-14-2

株式会社Shin空間 株式会社吉川商会

535 南信州快適住まい協議会 南信州快適住宅
愛知県名古屋市瑞穂区
桃園町3番23号

有限会社鈴木工務店 株式会社HIKARI

536
三河材でつくる木を活かす家づく
りの会

あいち木の家
愛知県名古屋市昭和区
汐見町53　マンション汐見
C-3

株式会社杉生 青木設計

537 東海・長期優良住宅友の会 長持ち快適東海の家
三重県伊勢市川端町312
番地

株式会社N-town 株式会社東建設

538 「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

539 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
モリ

株式会社フォレスト・オオ
モリ

540 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

541
「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

542 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

株式会社坂下工務店 野地木材工業株式会社

543 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

544
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
2015

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
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545 京都木の家ネットワーク 京町・木の家　2015
滋賀県近江八幡市上田
町

株式会社岸田工務店 株式会社八興

546
近江プレミアムウッドの家造りの
会

近江プレミアムウッドの家 滋賀県彦根市古沢町646 株式会社松井建設 丸松木材株式会社

547
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番地の1

一般社団法人滋賀でいい
暮らしいえづくりの会

株式会社滋賀原木

548 高島の木の家づくりネットワ－ク 「高島の木の家」
滋賀県高島市新旭町北
畑565番地

有限会社ゆ－空間建築
事務所

高島市 森林水産課

549 積和木の家グループ 積和の木の家 滋賀県栗東市下鈎666 積和ウッド株式会社 積和ウッド株式会社

550
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 宮村太設計工房

551 ロングライフ自然素材住宅の会 ロングライフ自然素材住宅
滋賀県草津市野村6丁目
10-16

ウイズダムデザイン ウイズダムデザイン

552 『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
京極北庄境町27-1

株式会社オーワンコーポ
レーション

平安建材株式会社

553 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
束師志水町133番地の3

株式会社かつら木材セン
ター

株式会社木構造

554 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
大路下三栖辻堂町87

株式会社仲江建設 早川合板株式会社

555 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

株式会社ナカムラ 稲垣建材株式会社

556
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

557 京都住まいづくりクラブ 京都住まいづくり
京都府京都市北区大将
軍東鷹司町232番地2

中澤行政書士事務所 スペースフリー

558 居心地の良い安心住宅研究会 関西の木でつくる美しい家
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

559
国産材品質表示推進協議会SSD
プロジェクトユニオン

球磨杉活用住宅「安心・安全
長期優良住宅」

大阪府大阪市浪速区幸
町3-5-24

株式会社紅中 株式会社紅中

560 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1-3-12

株式会社長堀 株式会社長堀

561
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

562
NPO法人　もく(木)の会　無垢の
木のいえネットワーク

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2-1-10 ATC ITM
棟11階　エイジレスL

ZERO＆NiS一級建築士事
務所

特定非営利活動法人もく
の会

563 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20-1　KM西梅田
ビル14F

株式会社イワイ
株式会社イワイ 営業企画
室

564 「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番12号

関西木材工業株式会社 関西木材工業株式会社

565 近畿の家研究会 家族を育む近畿の家
大阪府堺市南区桧尾
495-6

株式会社ヨークベル 株式会社ワイズ設計工房

566 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ＥＳテクノスト
ラクチャー株式会社

567
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7-2MF天満橋ビ
ル5階

輝建設株式会社
一般社団法人関西建築
業協議会

568
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

569 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
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570 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丁目12-44

株式会社大萬 株式会社大萬

571 関西匠の会・匠樹楽プロジェクト
匠樹楽の家（しょうじゅらくの
家）

大阪府大阪市西区江戸
堀1-13-2日本ライトハウ
スビル9階

株式会社中井工務店 協同組合関西匠の会

572
結（YUI）プロジェクト推進グルー
プ

平成大阪の家～次世代に贈
る家～

大阪府大阪市住吉区帝
塚山西1丁目1番24号　パ
レセゾン帝塚山307号

株式会社帝塚山夢工房 株式会社帝塚山夢工房

573 新住協関西支部 関西木づくりの住まい
大阪府大東市明美の里
町3-4

有限会社ダイシンビルド 有限会社ダイシンビルド

574
国産材活用の次世代型ツーバイ
フォー住まいづくりの会

国産材活用の次世代型ツー
バイフォーの家

大阪府貝塚市港17-4
株式会社三菱地所住宅
加工センター

株式会社三菱地所住宅
加工センター

575 近畿ARCH-Works.net ARCH-House
大阪府大阪市西区南堀
江1-2-6　ｻﾑﾃｨ南堀江ﾋﾞ
ﾙ6階

株式会社ワークス・ワン 株式会社ワークス・ワン

576 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10-14

株式会社セイコー住研 コバヤシ産業株式会社

577 小浜クラブ ほのぼの木造住宅
大阪府大阪市城東区新
喜多二丁目5番34号

小浜木材工業株式会社 小浜木材工業株式会社

578 関西省エネ住宅コンソーシアム
関西"体で感じる"ゼロエネ・
低炭素ブランドの家

大阪府堺市北区北花田
町1-41-2

株式会社木村工務店 有限会社正田工建

579 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

580 家輪くらぶ 賑わいの家
大阪府八尾市八尾木北6
丁目6番地

速水木材株式会社 速水木材株式会社

581 House Master リ・ボーン
大阪府枚方市楠葉野田1
丁目15番1号

小林木材株式会社 小林木材株式会社

582 上方町家の会
100％国産材の100年住み継
ぐ家

大阪府東大阪市森河内
西1丁目18番2号ｴﾀｰｼﾞｭ
高井田1F

株式会社ソーラーコム 株式会社ソーラーコム

583 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 株式会社コアー建築工房

584 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

585 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番地

株式会社ケーアイリビン
グ

姫路木材市場協同組合

586 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

587
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

エフ建築設計事務所 株式会社駒田製材所

588
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番地4

有限会社アークアソシエ
イツ

かんば木材株式会社

589 『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番地

高柴林業株式会社 高柴林業株式会社

590 ひょうごＫＪＳ連合会 ひょうご快適住宅
兵庫県神戸市東灘区深
江浜町68

株式会社アトリエブルー 林木材株式会社

591 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

株式会社岡本綜合建材
店

株式会社岡本綜合建材
店

592 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

593 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1

但南建設株式会社 但南建設株式会社

594
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番地の2

瀧元商事有限会社 瀧元商事有限会社
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595 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

596
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

597
はりま安心・ロングライフ住宅
推進プロジェクト

はりま　安心・ロングライフ住
宅

兵庫県姫路市林田町下
伊勢575番地

株式会社明治住建 姫路住設建材株式会社

598 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 株式会社くまだ建工社 株式会社くまだ建工社

599
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

山切材木店 山切材木店

600 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

タカダビルテック株式会社 タカダビルテック株式会社

601
やまと優良住宅を創る会【奈良ブ
ランド推進グループ】

やまとの木のいえ
奈良県橿原市曽我町32-
2

株式会社ヤマト 株式会社丸産業

602
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

一般社団法人安心・安全
住宅供給協議会

603
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1

タケヤテック株式会社 タケヤテック株式会社

604
和歌山あんしんの住まい推進
ネットワーク

和歌山あんしんの住まい
和歌山県和歌山市小倉
411-15

株式会社タナベハウス 株式会社木佐商会

605
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 池辺工務店

606 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3013番地

株式会社ユアサ 株式会社ユアサ

607 オープンシステム山陰
山陰の木でつくる　CM分離
発注の家

鳥取県米子市両三柳
5056

株式会社イエヒト 株式会社イエヒト

608
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

有限会社住宅産業 株式会社森本建設

609 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

610 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161-1-204

YONEYAMA1級建築士事
務所（木の家事務局）

YONEYAMA1級建築士事
務所（木の家事務局）

611
おかやま木の家推進研究会（お
かやま緑のネットワーク）

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

612 岡山県建築工事業協会
地域木造優良（ちきゆう）住
宅国産モデル『岡山の家』

岡山県倉敷市中島946-1 倉敷木材株式会社 岡山県建築工事業協会

613
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番地の17

株式会社竹本商店 株式会社竹本商店

614 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 株式会社タカ建築

615 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5-6

株式会社加度商 竹野木材株式会社

616 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番3号

NPO法人広島耐震マイス
ター倶楽部

株式会社小野産業

617 住ばらしい家づくりを考える会 山陽地域活性化住宅
広島県福山市神辺町字
東中条1120番地1

三島建材株式会社 三島建材株式会社

618
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1010-3

有限会社小又工務店 有限会社井川ポンプ店

619 住まい手の未来を考える会 備後MIRAI住宅
広島県福山市神辺町十
九軒屋28

大木建設株式会社
サン建材トーヨー住器株
式会社
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620 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

621 がんぼったれ ひろしまの家じゃけん
広島県広島市安佐南区
大塚西3-9-40-6

高橋工務店株式会社 株式会社シバタ建築工房

622 中国西e-くらし e-くらし
広島県広島市安佐北区
亀山7-22-11

北広島トーヨー住器株式
会社

北広島トーヨー住器株式
会社

623 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 福永硝子建材株式会社

624 幸せづくり　家づくりの会 幸せづくり　家づくり
広島県広島市中区河原
町1-26広島県環衛ビル1
階

ライフデザイン ライフデザイン

625 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

広島県広島市西区草津
新町1-21-35ﾐｸｼｽﾋﾞﾙ5F

株式会社タカケン 株式会社アサヒサポート

626 優しい家作りの会 優しい家
広島県尾道市高須町
4840-8

株式会社西日本プレカッ
トセンター

株式会社西日本プレカッ
トセンター

627 郷土愛の家をつくる会 郷土愛のある家
広島県東広島市八本松
町吉川3269-5

株式会社中工務店
有限会社東広島住宅建
材

628 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7番1号

九州木の家づくり協同組
合

株式会社安成工務店

629 やまぐち木暮らしの会 やまぐち木暮らしの家
山口県防府市八王子2丁
目11番5号

株式会社リノア 有限会社高橋材木店

630 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丁目
13-34

株式会社プラスアイ ヤマエ久野株式会社

631
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」
山口県下関市大坪本町
25-25

株式会社寿工務店 株式会社寿工務店

632 みらいえネットワーク 未来創造住宅２
山口県山口市駅通り2丁
目2-23

通商株式会社 山口支店 株式会社ＹＭ-Ｃｒｅａｔｅ

633
はぎ工務店・グループ志（こころ
ざし）

爽建美住
山口県萩市大字椿東
1558

有限会社あんの建装 有限会社あんの建装

634
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号

大利木材株式会社 大利木材株式会社

635
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
合建設センター

一般社団法人香川県総
合建設センター

636 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

有限会社アンシングホー
ム

ナイス株式会社 香川営
業所

637 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

638 南予ビルダーズグループ（NBG) 愛媛のながいき住宅
愛媛県宇和島市桝形町3
丁目6-8

株式会社二宮工務店 株式会社二宮工務店

639
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1

ヤマキハウス株式会社
一般社団法人愛媛県中
小建築業協会

640 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35号

三王ハウジング株式会社 三王ハウジング株式会社

641 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

642 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 株式会社三浦商店

643 愛媛優良住宅ネット
四季を感じるCoCo家いい住
宅

愛媛県東温市松瀬川
1023

徳永鉄建株式会社 通商株式会社 四国支店

644 西条市住宅倶楽部 西条グリーン住宅 愛媛県西条市楢木163-2 株式会社曽我工務店 株式会社曽我工務店
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645
こうち健康・省エネ住宅推進協議
会

こうち健康・省エネ住宅
高知県高知市大谷公園
町20番1号

建築舎KIT 有限会社勇工務店

646
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-303号

協同組合高知SMC 協同組合高知SMC

647 いい家つくろう会 長く心地よく暮らせる家 福岡県直方市感田317-1
株式会社ジャパン･コンス
トラクション・システム

株式会社ジャパン･コンス
トラクション・システム

648
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4-3-4

一般社団法人福岡県木
造住宅協会

一般社団法人福岡県木
造住宅協会

649
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19番15号

株式会社スローライフ住
宅設計

株式会社デンヒチ

650 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

651 北九州グリーン住宅研究会 空気のおいしい健康な家
福岡県京都郡苅田町大
字新津631-174

カネシン産業 有限会社有吉工房

652 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61番23号

株式会社 サダイシ
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）

653 九州・福岡　すまいの研究会 木々香る家
福岡県福岡市博多区西
月隈一丁目7番29号

株式会社福博木材セン
ター

株式会社福博木材セン
ター

654 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丁目7番17号3階

ヤマエ久野株式会社 木
材住資部

ヤマエ久野株式会社 木
材住資部

655 良質な家づくり研究会 地域に根づく家
福岡県筑紫郡那珂川町
五郎丸2丁目32

株式会社共和住宅
筑紫トーヨー住器株式会
社

656 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
福岡中小建設業協同組
合

657 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

658
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番地の2

九州ハウジング株式会社 九州ハウジング株式会社

659
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3-12-12

株式会社エー・ディー・エ
ル

株式会社エー・ディー・エ
ル

660 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13番7号

株式会社ＺＯＭＥ 株式会社ＺＯＭＥ

661 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
区大字朽網3914-90

大岩工務店 株式会社キョーエイ

662 歴史に学ぶ家づくりの会 歴史に学び未来に継なぐ家
福岡県春日市上白水9丁
目165番地

有限会社かねはる 有限会社かねはる

663 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番地

圓佛産業株式会社 熊本
営業所

圓佛産業株式会社 大牟
田営業所

664 北部九州　木遣いの家つくる会 北部九州　木遣いの家
福岡県糟屋郡須恵町大
字植木2047番地の73

黒田木材商事株式会社 黒田木材商事株式会社

665 ずっと暮らす家づくりネットワーク 次世代につなぐ家
福岡県北九州市小倉南
区長野本町2-1-1

株式会社山陽 株式会社山陽

666 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 坂本産業株式会社

667 水源の杜の家 水源の杜の家
福岡県朝倉郡筑前町依
井1066番地の8

ユタカホーム有限会社 株式会社アサモク

668 岡山家づくりの会 岡山安らぎの家
福岡県糟屋郡須惠町大
字植木2047番地の73

黒田木材商事株式会社
黒田木材商事株式会社
岡山支店

669 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
会社

西日本フレーミング株式
会社
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670
ふくおか長期優良住宅推進グ
ループ

福岡県産材活用住宅『福の
家』

福岡県福岡市早良区次
郎丸六丁目10-21

株式会社市岡 株式会社住

671 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
会社

シグマコンポーネント株式
会社

672 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丁目10-21

株式会社ＳＨＩＮ－ＥＩ 株式会社住

673 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
西海岸三丁目19番3号

株式会社長尾材木店 ヤマエ久野株式会社

674 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
下一丁目4番10号

株式会社甲斐建設 ＴＯＴＯ九州販売株式会社

675 久留米めくるめく会 筑後水の郷の家
福岡県久留米市安武町
武島794

株式会社タムラ
株式会社タムラ一級建築
士事務所

676 一般社団法人九州住宅研究会 九州地域『真・木づくりの家』
福岡県福岡市西区愛宕
2-11-34-603

株式会社みらいふ
一般社団法人九州住宅
研究会

677 低燃費住宅普及の会 低燃費住宅
福岡県福岡市博多区竹
丘町一丁目5番32号

株式会社低燃費住宅九
州

エコワークス株式会社

678 デザイニングリフォーム福岡 ふくおか木香の家４
福岡県北九州市小倉北
区真鶴1-12-11

株式会社サン建築工房 株式会社不動産プラザ

679 夢xみらいラボ 夢xみらいのいえ
福岡県福岡市中央区渡
辺通

レグルス株式会社 レグルス株式会社

680 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

681 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2578－1

有限会社有田木材セン
ター

有限会社有田木材セン
ター

682 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

683 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

株式会社山口新建木材セ
ンター

株式会社山口新建木材セ
ンター

684 マーケット創造プロジェクト サガン木持ち住宅
佐賀県小城市三日月町
久米1350

株式会社古賀木材セン
ター

株式会社古賀木材セン
ター

685 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番地15

親永産業株式会社 親永産業株式会社

686
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
長崎県大村市杭出津二
丁目794-2

高瀬建設株式会社 株式会社富建

687 故郷を想い、守る会 九州　緑の家
長崎県長崎市上野町6-
27

株式会社馬渡ホーム 有限会社福井商事

688 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

689 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1

高島建設工業株式会社 高島建設工業株式会社

690 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
1202-43

有限会社昭和技建工業 株式会社福栄

691 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

692 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番地

株式会社智建 善徳丸建材株式会社

693 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番地1

ACTIVE　DESIGN 原田木材株式会社

694
家づくり図書館　～家づくりは学
ぶことからはじめよう～

住む人と、自然を大切にする
健康エコ住宅

熊本県阿蘇市一の宮町
宮地2313番地

株式会社古木常七商店 株式会社古木常七商店
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採択
No

グループ名称 地域型住宅の名称
グループ所在地

（事務局）
グループ代表者

所属
グループ事務局

所属

695 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

696
NPO法人　日本マイホームプラン
ナーズ協会「九州エコシブプロ
ジェクト委員会」

九州杉と創る環境共生型住
宅「九州エコシブプロジェクト」

熊本県熊本市東区西原
2-35-33

NPO法人日本マイホーム
プランナーズ協会九州エ
コシブプロジェクト委員会

NPO法人日本マイホーム
プランナーズ協会九州エ
コシブプロジェクト委員会

697 ひご木の家づくりネットワーク
くまもとの木とイ草の香り漂う
家

熊本県熊本市東区平山
町2986-11

肥後木材株式会社 肥後木材株式会社

698 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

有限会社榮建リフォーム・
システム

仲道トーヨー株式会社

699 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号

日本ハウジング株式会社 有限会社中山建材店

700 O's Wood Project O's Wood House
大分県大分市南生石東7
組

株式会社大塚木材 株式会社大塚木材

701
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 都城森林組合

702
宮崎の「ゆたかさ」を活かした家
づくり協議会

自然が息づくみやざきスギの
家

宮崎県宮崎市別府町3番
1号宮崎日赤会館2階

一般社団法人宮崎県建
築士会

公益社団法人宮崎県森
林林業協会

703 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

704 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

705 国産無垢の家 国産無垢の家
宮崎県宮崎市赤江1244-
1

株式会社コシイプレザー
ビング

株式会社コシイプレザー
ビング 宮崎防腐工場

706 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

707
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

708 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番地1

株式会社高嶺木材 株式会社高嶺木材

709 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75号

株式会社木脇 株式会社木脇

710 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

711 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2-4

株式会社東宝建設 図南木材株式会社

712 鹿児島県優良住宅協会 かごしま地材地建の家
鹿児島県姶良市西餠田
924-50

株式会社住まいず
株式会社高嶺木材 鹿児
島営業所

713 鹿児島ビルダーズネットワーク かごしまEcoモクの家
鹿児島県霧島市牧園町
宿窪田100

マエダハウス株式会社
株式会社マイライフオオ
ニワ

714 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番6号

有限会社エイエスピイ
ホーム

株式会社米田

715
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

716 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
鹿児島県霧島市国分中
央3-41-63

丸久建設株式会社 株式会社きりしま大使館

717 かごしまハイテクウッド協会 かごしま材の家
鹿児島県鹿児島市東開
町10番地4

鹿児島県木材商業協同
組合

鹿児島県木材商業協同
組合

718 沖縄県住宅研究会 沖縄ハイブリット住宅 沖縄県浦添市西原5-7-1 株式会社新洋 株式会社新洋
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