
令和4年5月12日 現在

番号 登録年月日 名称 代表者名 〒 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 業種 有効期限

1 平成31年4月1日 千葉県木材市場（協） 小池正男 283-0823 東金市山田800 0475-55-6161 0475-55-6171 木材市場業 無期限

2 平成31年4月1日 石井工業㈱ 石井　充 289-1345 山武市津辺327 0475-82-2808 0475-82-2710 製材業・木材販売業・建設業 無期限

3 平成31年4月1日 ㈱髙橋材木店 髙橋新作 274-0812 船橋市三咲9-7-11 047-448-4591 047-448-4594 木材・新建材販売・建築 無期限

7 平成31年4月1日 ㈲斎木製材所 齋木孝治 289-1114 八街市東吉田377 043-443-0723 043-442-4147 建築資材・木材・設計・施工 無期限

8 平成31年4月1日 ㈱正林木材 正林宏平 297-0026 茂原市茂原1130 0475-22-1717 0475-22-0005
住宅資材販売

新築リフォームの施工
無期限

10 平成31年4月1日 （企）千葉県森林整備協会 影山明男 293-0052 富津市宝竜寺32 0439-66-0720 0439-66-1131 木材業・建築工事業 無期限

11 平成31年4月1日 葛岡木材 葛岡　實 299-3242 大網白里市金谷郷2467 0475-72-0707 0475-72-6535
素材生産・素材販売
製材・建築請負

無期限

12 平成31年4月1日 ㈱福田材木店 福田昌広 289-1115 八街市八街ほ375 043-444-0063 043-444-0054 木材販売・建築請負業 無期限

13 平成31年4月1日 ㈱ヨシモク 吉野文男 297-0042 茂原市三ヶ谷1813 0475-25-2220 0475-22-5263 木材販売業 無期限

14 平成31年4月1日 ㈱丸正木材工業 小川茂義 289-1501 山武市松尾町山室514 0479-86-3623 0479-86-5570 素材生産業・製材業・建設業 無期限

15 平成31年4月1日 ㈱海寳製材所 海寳弘和 289-1115 八街市八街ほ235 043-444-0013 043-443-1123 製材業 無期限

16 平成31年4月1日 ㈱マルトシ 榊原富美子 283-0823 東金市山田1315-1 0475-53-4055 0475-53-4054
素材生産・素材販売

製材品販売
無期限

17 平成31年4月1日 ㈲榊原木材 榊原　昇 289-1143 八街市八街い71 043-443-4961 043-443-2287
素材生産・素材販売
製材・製材品販売

無期限

18 平成31年4月1日 ㈲石橋材木店 石橋義夫 299-3218 大網白里市北飯塚477-4 0475-72-0193 0475-73-0804 製材・建築業 無期限

20 平成31年4月1日 丸西建材㈲ 西塚健治 289-1345 山武市津辺376 0475-82-2255 0475-82-6845 製材業・建築業 無期限

21 平成31年4月1日 ㈲友次製材所 宮田剛志 297-0218 長生郡長柄町桜谷87 0475-35-4235 0475-35-4231
製材業・木材販売業

素材生産業
無期限

22 平成31年4月1日 ㈲唐笠工務店 唐笠信一 289-1305 山武市本須賀3713 0475-84-1365 0475-84-1365 木材販売業・建築工事業 無期限

24 平成31年4月1日 ㈲鈴木製材所 鈴木一正 283-0805 東金市松之郷1329-1 0475-52-6191 0475-52-6191 製材業 無期限

25 平成31年4月1日 ㈲越川材木店 越川博光 289-1732 山武郡横芝光町横芝422 0479-82-0113 0479-82-0883 建築工事業 無期限

26 平成31年4月1日 エスケイ工業㈱ 齋木勝治 289-1114 八街市東吉田502 043-443-1188 043-443-6714 製材業 無期限

ちばの木の家づくり推奨店認定者名簿（※有効期限は順次切り替え中）



27 平成31年4月1日 ㈲齊藤工務店 齊藤　衛 289-1305 山武市本須賀1599 0475-84-1303 0475-84-2978
素材生産・製材

製材品販売・設計・建築
無期限

29 平成31年4月1日 阿部造船㈱ 阿部鐵則 283-0103 山武郡九十九里町田中荒生233 0475-76-2428 0475-76-2532 建設業・木材業 無期限

30 平成31年4月1日 ㈲石渡木材 石渡敏雄 267-0066 千葉市緑区あすみが丘8-4-23 043-294-0353 043-205-5238
素材生産・素材販売・製材

製材品販売・おが粉製造・建築・設備
無期限

32 平成31年4月1日 ㈲稗田綜合建築設計事務所 稗田忠弘 283-0067 東金市東上宿13-1 0475-52-7510 0475-52-7511 建築設計・監理 無期限

34 平成31年4月1日 鈴木木材工業㈱ 鈴木保史 289-1733 山武郡横芝光町栗山840 0479-82-2138 0479-82-5080
製材・木材販売
プレカット加工

無期限

35 平成31年4月1日 ㈱早川 早川金光 295-0011 南房総市千倉町北朝夷180 0470-44-2151 0470-44-2154 製材業・木材販売業 無期限

36 平成31年4月1日 ㈱武傳 武市一宏 274-0825 船橋市前原西3-23-7 047-472-1196 047-472-8338 木材・建築資材販売 無期限

37 平成31年4月1日 ㈱大鐵建設 露﨑利行 299-0236 袖ケ浦市横田2570 0438-75-3121 0438-75-3034 建築業・木材販売業 無期限

40 平成31年4月1日 丸春木材㈲ 芦田信夫 270-2241 松戸市松戸新田297-7 047-362-6858 047-362-6863
素材生産・素材販売・製材品販売

木材販売・住宅設備販売・建設業・建築業 無期限

41 平成31年4月1日 ㈱江澤木材店 江澤幸夫 297-0145 長生郡長南町佐坪1157 0475-46-0151 0475-46-2871 製材業・木材販売業・建設業 無期限

20-1 令和2年4月1日 とみ川材木店㈲ 富川武子 272-0837 市川市堀之内1-20-1 047-372-7210 047-371-3073 木材販売 令和5年3月31日

20-2 令和2年4月1日 ㈲藤原木材 藤原　清 266-0005 千葉市緑区誉田町1-792-13 043-291-4910 043-291-4903 木材、製材品販売業 令和5年3月31日

20-3 令和2年4月1日 ㈲小池材木店 小池一成 289-1316 山武市五木田2656 0475-84-0424 0475-84-2464 建設 令和5年3月31日

20-6 令和2年4月1日 ㈲清宮工務店 清宮　守 289-1306 山武市白幡33 0475-84-2707 0475-84-2928 建築業・建築設計 令和5年3月31日

20-7 令和2年4月1日 ㈲丸正林業 齋藤正則 298-0271 夷隅郡大多喜町中野461 0470-83-0260 0470-83-1505
素材生産・製材
木材販売

令和5年3月31日

20-8 令和2年4月1日 ㈲千葉竹材 加藤和男 297-0231 長生郡長柄町山之郷408 0475-35-4353 0475-35-4451 素材生産業・木材販売業 令和5年3月31日

20-10 令和2年4月1日 仲村産業 仲村和麻呂 297-0218 長生郡長柄町桜谷248 0475-35-2272 0475-35-3718 製材・木材販売・建築 令和5年3月31日

20-11 令和2年4月1日 亀村木材㈱ 亀村俊二 287-0003 香取市佐原イ3840 0478-57-3248 0478-57-3249
木材販売業・素材生産業

製材業
令和5年3月31日

20-13 令和2年4月1日 千葉県森林組合連合会 酒井茂英 260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 043-227-8231 043-227-8235 木材販売業 令和5年3月31日

20-14 令和2年4月1日 千葉県森林組合 本吉久雄 260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 043-227-8233 043-227-8245 素材生産業 令和5年3月31日

20-15 令和2年4月1日 千葉県森林組合北総事業所 大杉雅之 283-0834 東金市上布田190 0475-55-9474 0475-55-9920
素材生産・素材販売

製材品販売
令和5年3月31日

20-16 令和2年4月1日 千葉県森林組合北部支所 磯部良己 290-0543 市原市飯給1079 0436-96-0004 0436-96-0908 製材品販売・素材生産・販売等 令和5年3月31日

20-17 令和2年4月1日 千葉県森林組合南部支所 三橋　裕 292-1168 君津市西粟倉135 0439-37-2004 0439-37-2007
素材生産・素材販売
製材・製材品販売

令和5年3月31日



20-18 令和2年4月1日 千葉県森林組合安房事業所 竹ノ内秀和 299-2725 南房総市和田町黒岩380-5 0470-47-2227 0470-47-4667
素材生産・素材販売
製材・製材品販売

令和5年3月31日

20-19 令和2年4月1日 ㈲平野製材所 平野雅敏 289-1103 八街市八街に65 043-444-0073 043-443-2162 建築業・木材販売業 令和5年3月31日

20-20 令和2年4月1日 ㈲袖ケ浦木材センター 桐谷晃一郎 299-0201 袖ケ浦市川原井2092-2 0438-75-6932 0438-75-6933 原木市場 令和5年3月31日

20-22 令和2年4月1日 長狭木材工業㈱ 鈴木順一 296-0104 鴨川市南小町795 04-7097-0049 04-7097-0149 製材業 令和5年3月31日

20-23 令和2年4月1日 香取市木材（協） 亀村俊二 287-0017 香取市香取1058 0478-50-5700 0478-50-5700 木材販売業・素材生産業 令和5年3月31日

20-24 令和2年4月1日 ㈱Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏｏｍ 高橋行志 289-1313 山武市上横地4493-3 0475-82-5517 0475-53-3022 建設工事請負 令和5年3月31日

20-26 令和2年4月1日 ㈲勝又木材 勝又義雄 289-2245 香取郡多古町牛尾1020 0479-76-3541 0479-76-3545 製材業・建築業・木材販売業 令和5年3月31日

21-1 平成30年4月1日 ㈲斉藤材木店 齋藤広一 289-2501 旭市新町1300 0479-63-5226 0479-63-5774 製材品販売（木材販売業） 無期限

21-2 平成30年4月1日 ㈲荒井稔昌商店 荒井昌克 289-3181 匝瑳市野手1677 0479-67-2120 0479-67-5776 木材販売 無期限

21-5 平成30年4月1日 ㈲小川材木店 小川勇 289-1757 山武郡横芝光町遠山310 0479-82-3020 0479-82-2251
素材生産業・製材業・木材販売

業
無期限

21-6 平成30年4月1日 ㈱ハウジングボックス 村上仁 285-0837 佐倉市王子台4-1-14 043-461-9065 043-489-0275 工務店 無期限 変更届

21-7 平成30年4月1日 ㈱芳太屋 越川八代枝 289-2147 匝瑳市飯倉1933-1 0479-73-1141 0479-73-2231 木材販売業 無期限

21-8 平成30年4月1日 ㈱ハートフルホーム 石塚智佳夫 260-0808 千葉市中央区星久喜町216-8 043-265-2600 043-265-2670 設計・建設業 無期限

21-9 平成30年4月1日 郡司材木店 郡司和明 287-0061 香取市谷中1017 0478-54-6487 0478-54-6487 木材業 無期限

21-10 平成30年4月1日 アルキテク設計室 鈴木晋 275-0002 習志野市実籾4-20-9-106 047-471-0135 建築設計 無期限

21-12 平成30年4月1日 大五郎建設㈲ 石井正明 295-0003 南房総市千倉町白子1672 0470-44-1658 0470-44-1411 建築業 無期限

21-14 平成30年4月1日 ㈲松本屋 野口英一 283-0802 東金市東金1018 0475-54-1669 0475-54-1669 設計事務所 無期限 変更届

21-15 平成30年4月1日 ㈱トミオ 大澤成行 264-0024 千葉市若葉区高品町250-1 043-309-5617 043-309-5637 建設業 無期限

21-16 平成30年4月1日 森下企画 森下武志 290-0221 市原市馬立1033-4 0436-95-2055 0436-95-2055 建築業 無期限

21-17 平成30年4月1日 山口木材工業㈱ 山口隆一郎 296-0233 鴨川市金束1637 04-7098-1121 04-7098-1124 製材業 無期限

21-18 平成30年4月1日 ㈱エイ・アンド・アイ 岩間篤 289-1106 八街市榎戸416-18 043-442-8975 043-442-8976 建築業 無期限

21-19 平成30年4月1日 ㈱本吉工務店 本吉修一 290-0213 市原市川在364 0436-36-0701 0436-36-3310 建設業 無期限

21-25 平成30年4月1日 ベルテック㈲ 鈴木博喜 299-5221 勝浦市平田100-9 0470-73-8484 0470-73-8465 建築業 無期限



21-28 平成30年4月1日 北新建設㈱ 佐藤雅典 271-0044 松戸市西馬橋5-33 047-344-1714 047-345-0774 建設業 無期限

21-31 平成30年4月1日 ㈲星野工務店 星野正昭 266-0005 千葉市緑区誉田町1-90 043-291-0227 043-291-7120 建設業 無期限

21-32 平成30年4月1日 ㈱浜設計工房 浜谷孝夫 260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町18-1 043-208-5528 043-208-5529 建設業・設計・建築施工 無期限

21-33 平成30年4月1日 ㈱石橋建築 石橋孝 299-0111 市原市姉崎2161-6 0436-61-3614 0436-61-3604 建設業 無期限

21-35 平成30年4月1日 ㈱協栄工務店 斉藤實 260-0813 千葉市中央区生実町2540-1 043-264-7531 043-265-4006 建設業 無期限

21-36 平成30年4月1日 ㈲宮崎住建 宮崎英夫 290-0155 市原市番場122 0436-52-0563 0436-52-5675 建築業 無期限

21-38 平成30年4月1日 田邉建築 田邉重雄 290-0542 市原市大戸501-1 080-1126-1345 0436-92-2321 建築業 無期限

21-49 平成30年4月1日 向三建築 向後三郎 289-2708 旭市平松2575-2 0479-57-4842 0479-57-4842 建築業 無期限

21-55 平成30年4月1日 ㈱伴工務店 伴昌宏 267-0066 千葉市緑区あすみが丘3-47-15 043-294-0631 043-294-2791 建築業 無期限

21-56 平成30年4月1日 エーセンス建築設計事務所㈱ 加藤行人 290-0170 市原市うるいど南3-8-3 0436-40-5445 0436-40-5446 工務店 無期限

21-60 平成30年4月1日 ㈲前原工務店 前原光也 270-0027 松戸市二ツ木285小沢ビル1F 047-348-2570 047-342-8727 一般建設業 無期限

21-63 平成30年4月1日 青木住宅 青木勝彦 299-4615 いすみ市岬町井沢232-3 0470-87-5489 0470-87-7210 建築・土木・舗装・解体・とび土工 無期限

21-66 平成30年4月1日 志田製材㈲ 志田光功 298-0233 夷隅郡大多喜町笛倉333-1 0470-84-0248 0470-84-0678 製材業 無期限

22-2 平成31年4月1日 ㈲クサノ 戸塚一彰 287-0005 香取市佐原ホ1159 0478-52-2101 0478-54-0703
建材資材販売
不動産・建築請負

無期限

22-3 平成31年4月1日 白門建設㈱ 肥沼治揮 263-0043 千葉市稲毛区小仲台4-13-10 043-253-2000 043-254-3370 建設業 無期限

22-5 平成31年4月1日 ㈲丸和木材 和田勇夫 266-0005 千葉市緑区誉田町2-29-75 043-291-2462 043-291-5769 木材販売業 無期限

22-8 平成31年4月1日 ㈱宮下 宮下登久子 262-0023
千葉市花見川区検見川町5-2336-
5

043-271-0059 043-332-9752
建築業及び県産材の推奨
一級建築士事務所

無期限

22-9 平成31年4月1日 ㈱真行寺建設 真行寺純一 289-1624 山武郡芝山町小池1336-1 0479-77-0003 0479-77-0025 製材業 無期限

22-10 平成31年4月1日 尾出建設㈱ 尾出金蔵 284-0027 四街道市栗山946-8 043-422-2352 043-422-4416 木材業・建設業 無期限

22-11 平成31年4月1日 秋山木材産業㈱ 秋山奈穂子 275-0001 習志野市東習志野6-16-31 047-476-5521 047-478-9643 製材品販売 無期限

22-13 平成31年4月1日 ㈲森工務店 森喜弘 299-2716 南房総市和田町中三原566 0470-47-3720 0470-47-4747 建設業 無期限

22-14 平成31年4月1日 ㈲都路建設 松本善治 283-0816 東金市西福俵101-28 0475-53-1676 0475-53-1676 建設業 無期限

22-15 平成31年4月1日 ㈱ジュンプラニング 伊藤博幸 283-0005 東金市田間1413 0475-53-3907 0475-52-1247 一般建築工事業 無期限



22-16 平成31年4月1日 ㈱千葉三協 山口安則 286-0821 成田市大室1061-1 0476-36-3188 0476-36-3177 木材販売業 無期限

22-17 平成31年4月1日 ㈲露崎木材 露崎良昭 299-0236 袖ケ浦市横田2191 0438-75-4551 0438-75-2618 木材販売業 無期限

22-18 平成31年4月1日 青木建設㈱ 青木一男 277-0081 柏市富里2-3-26 04-7174-1145 04-7174-1148 建設業 無期限

22-19 平成31年4月1日 ㈱オシダリ 忍足正彦 294-0055 館山市那古689-1 0470-27-3331 0470-27-4875 製材業 無期限

22-20 平成31年4月1日 ㈱グッドリビング 川村一雄 278-0026 野田市花井1-19-21 04-7123-8682 04-7123-8780 建設業（工務店） 無期限

23-1 令和2年4月1日 ㈱ハヤシ工務店 林和義 289-2524 旭市神宮寺2106 0479-50-5666 0470-50-5667 建築業・建設業 令和5年3月31日

23-2 令和2年4月1日 ㈱佐川材木店 佐川修一 290-0034 市原市島野1617 0436-22-3151 0436-23-3700
建築木材販売業・サッシ組立販

売
令和5年3月31日

23-5 令和2年4月1日 ㈲酒井工務店 酒井雅樹 298-0017 いすみ市下布施997 0470-66-1525 0470-66-1486 建設業 令和5年3月31日

23-6 令和2年4月1日 鶴岡材木㈱ 鶴岡達男 298-0002 いすみ市日在409-3 0470-62-9220 0470-62-9221
総合住宅資材販売

プレカット・製材業・建設業
令和5年3月31日

23-7 令和2年4月1日 ㈱新清ハイツ 半場節子 298-0124 いすみ市弥正267-4 0470-86-4590 0470-86-4593 建設業・不動産業 令和5年3月31日

23-9 令和2年4月1日 ㈲二羽林業 二羽謙次 299-2726 南房総市和田町小川433-1 0470-47-2542 0470-47-5030 素材生産販売・製材品販売業 令和5年3月31日

23-10 令和2年4月1日 秋田伸二 秋田伸二 289-1501 山武市松尾町山室623-1 0479-86-2219 0479-86-2219 建築業 令和5年3月31日

23-13 令和2年4月1日 ㈱コージーライフ 並木浩 261-0002 千葉市美浜区新港117 043-248-7411 043-248-7416 建築工事業 令和5年3月31日

23-14 令和2年4月1日 ㈱加藤工務店 加藤智明 287-0225 成田市吉岡1216-7 0476-73-2002 0476-73-7247 建設業 令和5年3月31日

23-15 令和2年4月1日 銘木の大竹 大竹寛司 287-0222 成田市前林308 0476-73-2022 0476-73-2022 素材生産・製材・木材販売 令和5年3月31日

23-16 令和2年4月1日 ㈱関根 関根清隆 283-0823
東金市山田800
千葉県木材市場（協）内

0475-55-6161 0475-55-6171 製材品販売 令和5年3月31日

23-17 令和2年4月1日 ㈲桶市ハウジング 小長谷直弘 287-0003 香取市佐原イ570 0478-54-7233 0478-52-4511 建設業 令和5年3月31日

23-19 令和2年4月1日 ㈱末吉林業 末吉守 290-0167 市原市喜多613-9 0436-75-5230 0436-75-5231 木材建材販売・建設業 令和5年3月31日

23-21 令和2年4月1日 ㈱ひらい棟梁クラブ 森幸一郎 299-1174 君津市法木作1-1-45 0439-52-4625 0439-55-7402 建設業 令和5年3月31日

23-23 令和2年4月1日 正木建築 正木順一 298-0265 夷隅郡大多喜町小田代73-1 0470-85-0009 0470-85-0081 建築業 令和5年3月31日

23-24 令和2年4月1日 ㈱ムラヤマ 村山勝也 285-0812 佐倉市六崎1050-1 043-484-2612 043-486-8697 木材販売・建材販売 令和5年3月31日

23-25 令和2年4月1日 ㈱ＦＴＳ 戸田勝起 262-0014
千葉市花見川区
さつきが丘1-13-7-102

043-286-2226 043-286-2226 建築一式 令和5年3月31日

23-26 令和2年4月1日 小山建築工務㈱ 小山武治 299-5103 夷隅郡御宿町新町815 0470-68-2627 0470-68-5435 建築業 令和5年3月31日



23-29 令和2年4月1日 ㈱東洋ハウジング 西峰秀一 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-2-9 047-498-6481 047-498-6497 設計・建築 令和5年3月31日

24-1 平成30年4月1日 ㈲松ヶ谷建設 岩佐政彦 290-0011 市原市能満1482-119 0436-41-5361 0436-41-5364 工務店 無期限

25-2 平成31年4月1日 ㈱みくに建築 麻野那智子 274-0816 船橋市芝山1-36-6 047-465-7131 047-464-0950 設計・デザイン事務所 無期限

25-3 平成31年4月1日 ㈱ウェッジホーム 座間光博 292-0806 木更津市請西東5-25-4 0438-53-7710 0438-53-7799 建設業 無期限

25-5 平成28年4月1日 ㈱ミヤビ建設 神作雅之 260-0013 千葉市中央区中央4-17-1 043-224-0330 工務店・設計・デザイン 無期限

26-3 令和2年4月1日 ㈱藍舎 露﨑　玲 290-0170 市原市うるいど南3-8-3 0436-63-4564 0436-63-5446 設計・建設業 令和5年3月31日

26-6 令和2年4月1日 ㈲海岸屋ふー 田中隆義 283-0062 東金市家徳65-4 0475-78-3031 0475-78-3032 建設業 令和5年3月31日

26-7 令和2年4月1日 仁科建設㈱ 仁科公司 265-0076 千葉市若葉区下田町1263-51 043-236-2815 043-237-2714 建設業 令和5年3月31日

27-1 平成30年4月1日 ちばの木建築舎 加藤大介 266-0003 千葉市緑区高田町1066-45 043-312-9805 043-312-9806 建築業 無期限

27-2 平成30年4月1日 ちばの山真童舎一級建築士事務所 中村真也 266-0033 千葉市緑区おゆみ野南4-31-4 043-292-4590 043-292-4590
設計・監理

住宅コーディネーター
無期限

27-3 平成30年4月1日 以奈場木材㈱ 田中正勝 287-0225 成田市吉岡968 0476-73-3121 0476-73-3123 木材業 無期限

27-5 平成30年4月1日 ㈲村上建築工房 村上幸成 294-0825 南房総市上掘字石合997-1 0470-20-6097 0470-20-6098 建設業・一級建築士事務所 無期限

27-6 平成30年4月1日 十川建設 十川喜代一 289-1223 山武市埴谷809 0475-89-0707 0475-86-7779 建設業・木材業 無期限

28-1 平成31年4月1日 嶋木材㈲ 嶋﨑満良 274-0056 船橋市神保町16-33 047-457-1557 047-457-9081 木材業 無期限

28-2 平成31年4月1日 大道建設㈱ 伊藤正美 289-2132 匝瑳市高2779-1 0479-73-4681 079-73-4688 木材販売業・製材業 無期限

28-3 平成31年4月1日 鈴木建築 鈴木文夫 299-2505 南房総市宮下1662 0470-46-3018 0470-46-4185 建築業 無期限

28-5 平成28年4月1日 ログ工房とっとの森㈱ 鳥井英憲 292-0812 木更津市矢那4449-5・7 0438-30-6100 0438-40-5246 建築業 無期限

28-6 平成31年4月1日 ㈲タケワキ住宅建設 竹脇拓也 270-2213 松戸市五香3-9-5 047-387-8840 047-385-5169 建設業 無期限

28-7 平成31年4月1日 ㈲佐藤建築所 佐藤健一 286-0122 成田市大清水45 0476-35-0093 0476-35-5677 建築業 無期限

28-9 平成31年4月1日 野口修アーキテクツアトリエ 野口修一 263-0016 千葉市稲毛区天台5-24-7 043-254-9997 043-254-9997 設計事務所 無期限

28-10 平成31年4月1日 ㈱岩澤工務店 岩澤浩一 287-0026 香取市大根1278-20 0478-59-3051 0478-59-3130 工務店　設計・デザイン事務所 無期限

28-11 平成31年4月1日 ㈱市原ハウジング 石垣雅義 290-0055 市原市五井東2-14-9 0436-20-3300 0436-20-3303 建設業 無期限

29-2 令和2年4月1日 岡澤建築 岡澤一男 287-0031 香取市新部196 0478-57-3584 0478-57-3593 建設業 令和5年3月31日



29-5 令和2年4月1日
（同）高野三上アーキテクツ一級建築
士事務所

髙野量平 270-2329 印西市滝野1-10-2 0476-97-6185 0476-77-9502 設計・監理 令和5年3月31日

29-6 令和2年4月1日 ㈱菅沼建築設計 菅沼悟朗 299-4341 長生郡長生村宮成3400-12 0475-32-4636 0475-32-4636 設計事務所・工務店 令和5年3月31日

29-7 令和2年4月1日 ㈱オダ建設 小田俊丸 285-0846 佐倉市上志津1061-3 043-462-1001 043-462-1002 建築業 令和5年3月31日

30-1 平成30年7月4日 ㈱椎名木材 椎名晃裕 283-0001 東金市家之子486 0475-54-2037 0475-54-2035 工務店・製材・建築・木材販売 無期限 変更届

31-1 平成31年4月4日 ㈲新生住光 藤井是寛 265-0065 千葉市若葉区佐和町323-7 043-228-2012 043-228-5917 設計・建築・木材加工他 無期限

31-2 平成31年4月16日 建匠舎 齋藤　孝 299-4345 長生郡長生村本郷6231-2 0475-47-2039 0475-47-2634 建築 無期限

31-3 令和1年6月3日 大工いし井 石井克夫 285-0071 佐倉市岩富904 043-498-1360 043-498-1360 大工 無期限

31-4 令和1年7月19日 ㈱コヤス 浅沼直人 264-0020 千葉市若葉区貝塚2-6-10 043-231-0806 043-232-8131 木材販売業・建築工事業 無期限

2-1 令和2年5月14日 タイラヤスヒロ建築事務所 平泰博 266-0031 千葉市緑区おゆみ野3-24-1-402 043-312-5426 043-312-5426 建築設計 令和5年3月31日

3-1 令和3年6月1日 ㈱山二建具 二村淳彦 270-2224 松戸市大橋160-4 047-391-6111 047-391-3938 木材業者・建築施工業者 無期限

3-2 令和3年8月6日 ㈱小島建匠 小島　竜 270-1337 印西市草深2307-16 0476-33-7925 0476-33-7480 建築 無期限

※　この名簿は千葉県からの補助を受け、ちばの木認証センターが認定したのものです。なお、平成２２年度から名称が「ちばの木家づくり推奨店」に変更になりました。


