公益社団法人

日本建築家協会（JIA）東北支部

法人協力会員一覧 2018年度

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1 仙台セントラルビル4F
TEL: 022-225-1120 FAX: 022-213-2077 http://www.jia-tohoku.org/

あ

アイカ工業
（株）仙台支店
☎022-232-3251

℻022-235-1067

〒984-0015 仙台市若林区卸町3-5-11

アイジー工業
（株）仙台営業所
☎022-292-5405

℻022-292-5406

担当者：関谷 光好

☎0178-24-1115

℻0178-47-9424

〒031-0072 青森県八戸市城下1-17-20

秋田グルーラム
（株）
☎0186-46-1100

℻0186-46-1105

〒017-0005 秋田県大館市花岡町字七ツ館1番地

旭日工業
（株）

☎022-251-3120

℻022-252-3738

〒983-0826 仙台市宮城野区鶴ケ谷東2-34-20

☎018-824-2951

090-1562-3224

☎022-236-3444

☎022-284-6211

090-3983-3865

（株）
シェルター

担当者：二階堂 義行

☎023-647-5200

鹿間（株）

☎023-633-3535

℻022-796-1285 担当者：北田 顯幸

℻022-782-1714

☎022-292-0130

〒983-0039 仙台市宮城野区新田東2-12-15 エクセルシャトーGOUKE Ⅴ B-1 090-9866-1855

（有）
イソップ

☎022-727-6861

℻022-727-6860

〒981-0943 仙台市青葉区国見5-14-7

（株）
インターセントラル 仙台営業所
☎022-227-9871

℻022-216-5847

昭石化工（株）

☎022-771-1040

☎022-767-6529

☎050-9000-3374

（株）
エヌ・ワイ・ケイ 東北営業所
☎022-797-1675

℻022-797-1676

〒980-0014 仙台市青葉区本町1-13-32 オーロラビル902

（株）
エフワンエヌ 東北支店
☎022-784-1090

℻022-384-3771

〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした4-4-11

（株）
遠藤照明

☎022-263-4412

℻022-263-4416

大阪ガスケミカル
（株）

℻03-3662-8612

090-5501-8512

080-3429-1599

担当者：菅原 英樹

☎019-631-1113

℻019-635-3108

〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-13-13

（株）
オカムラ 東日本支社
☎022-712-1531

℻022-712-1536

担当者：山田 修

☎024-546-6700

か

℻024-546-6500

〒960-8152 福島県福島市鳥谷野字岩田35-1

（株）
ガーデンニ賀地
☎022-392-4128

080-5747-3797

担当者：大場 宗一

☎018-824-2233

担当者：松永 格

℻022-728-3032

〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町2-3 ＴＲ仙台ビル3F

☎019-635-1251

℻019-634-1935

〒020-0866 岩手県盛岡市本宮6-8-8

（株）
金華工業商会
☎022-284-5028

℻022-284-5025

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町３-６-１

クマリフト
（株）仙台営業所
☎022-288-6000

☎022-284-0055

℻022-263-6953

（株）
ゴール 仙台営業所

℻022-263-7861

〒980-0802 仙台市青葉区二日町7-14 二日町大友ビル4F

コクヨ東北販売
（株）

℻022-266-0232

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-3-10

児玉
（株）仙台支店
☎022-232-5681

℻022-239-5227

〒984-0015 仙台市宮城野区卸町3-5-5

小松ウオール工業
（株）仙台支店
☎022-788-2181

さ

080-9085-6511

担当者：大星 誠

080-1687-3200

担当者：本田 賢一

080-3705-9056

担当者：栗原 英悦

〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1 HF仙台本町ビル7階

☎022-217-6594

担当者：十川 翔

℻022-284-8055

クリヤマ
（株）仙台営業所

☎022-263-7851

090-2274-6578

担当者：木村 聖司

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-30

☎022-263-6951

080-5225-8599

℻022-288-0800

〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町1-18

栗原木工
（株）

090-8922-6586

℻018-864-6888

元旦ビューティ工業（株）東北支店
（株）
キムラ

担当者：荻野 誠也

担当者：有賀 英夫

〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-191

☎022-728-3031

090-9535-5863

℻022-392-3184

〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字遠野原34-1

開發
（株）

080-3517-7213

担当者：鈴木 道治

〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア12F

（株）
オギノ

090-9038-6983

℻022-788-2188

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-10

090-7645-9175

090-1938-7696

担当者：酒井 隆年

090-6676-6961

担当者：佐藤 輝明

080-5763-0908

担当者：小川 公一

080-2817-5166

担当者：隅井 康之

090-1977-0329

担当者：安原 一

090-8966-1750

サーマエンジニアリング
（株）仙台営業所
☎022-797-7404

℻022-797-7405

〒984-0807 仙台市若林区穀町25 310ビルII507

（株）
サムシング 仙台支店
☎022-721-3649

℻022-721-3650

担当者：佐藤 誠

080-3541-1768

担当者：椛澤 星司

〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビルディング7F

三協立山
（株）三協アルミ社 東北支店
☎022-264-3434

℻022-264-3439

担当者：南雲 明広

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー7F

（株）
サンゲツ東北支社
☎022-287-3765

℻022-287-2995

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1

三晃金属工業
（株）東北支店
☎022-217-6680

℻022-217-6684

080-7957-8294

090-2270-7993

担当者：鈴木 正義

080-3279-7448

担当者：白砂 実

〒980-0801 仙台市青葉区木町通1-8-28 三栄木町通ビル4Ｆ

080-5884-1868

℻022-292-0131

℻022-774-1453

担当者：末吉 幹夫

℻022-284-5615

☎0247-33-3101

☎023-685-2356

℻023-685-2357

担当者：五十嵐 慶三

℻022-263-5610

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル6F

タニコー（株）仙台営業所
☎022-236-3607

℻022-236-3676

〒983-0039 仙台市宮城野区新田東1-3-5

（株）Danto Tile 仙台営業所
☎022-204-5760

℻022-204-5761

〒981-1231 宮城県名取市手倉田字諏訪609-1 2F

チャネルオリジナル
（株）仙台営業所
☎022-716-0187 ℻022-224-2215

☎022-234-5602

☎022-388-7530

℻022-388-7533

〒983-0012 仙台市宮城野区出花1-15-3

帝国器材（株）福島営業所

☎0243-66-2511

℻0243-66-2512

〒964-0202 福島県二本松市針道字赤羽根29

（株）
デコスタイル
☎022-212-9201

☎022-225-7986

は

（株）天童木工

☎023-653-3121

〒994-8601 山形県天童市乱川1-3-10

東開クレテック
（株）
☎024-962-2282

℻024-962-4303

〒963-8041 福島県郡山市富田町字菱内16番地

東工シャッター（株）仙台営業所

☎022-395-7471

℻022-395-7472

東北アキレス
（株）

☎022214-8611

☎022-237-8001

☎022-265-4733

☎0570-039-291

〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目15-28 藤崎大町ビル

東北ユカダン
（有）
☎022-255-2533

☎022-222-4250

☎022-222-0271

〒983-0836 仙台市宮城野区幸町3丁目11-10

（株）東和

☎018-864-4561

℻018-864-4564

〒010-0921 秋田県秋田市大町2-7-26

トーソー（株）東北ブロック
☎022-288-8415

℻022-287-3110

〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町31-35

☎022-788-4431

ＴＯＴＯ
（株）東北支社
☎0570-013301

℻022-773-1002

〒981-3112 仙台市泉区八乙女２丁目2-2

080-6014-4386

担当者：南舘 隆雄

080-1378-7262

℻022-232-0223

℻022-788-4435

フルテック
（株）
仙台支店
☎022-782-2411

℻022-782-2412

〒984-0042 仙台市若林区大和町4-6-43

（株）
豊和 仙台営業所
☎022-207-5511

℻022-207-5512

〒984-0038 仙台市若林区伊在1-1-5

（株）
北洲 建設・資材事業部 仙台支店
☎022-237-5711

℻022-237-5720

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-3-20

ホシザキ東北
（株）
☎022-728-9539

℻022-728-9519

〒981-0913 仙台市青葉区昭和町2-38

090-1490-3757

担当者：田中 一広

090-1633-3758

担当者：三浦 直樹

080-4341-9321

担当者：山崎 健

080-5501-6250

担当者：高橋 知大

080-5743-0177

担当者：斎藤 公夫

080-6575-7085

担当者：高桑 康文

090-1491-9603

担当者：湯浅 穣

080-3448-3670

担当者：大向 寿雄

080-2846-9581

担当者：千葉 克浩

080-6978-3639

北海道パーケット工業
（株）仙台営業所
☎022-219-3621

℻022-219-3624

〒981-0932 仙台市青葉区木町9-5

ま

（株）
松村電機製作所 東北支店
☎022-221-7791

℻022-267-6892

〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2 KJビルディング10F

美和ロック
（株）仙台営業所
☎022-745-3069

℻022-225-2583

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-14-23

や

ヤマキ工業
（株）東北営業所
☎022-214-0555

℻022-216-4488

担当者：山下 和廣

090-6218-3925

担当者：元臼 弘和

090-8789-4093

担当者：関口 俊輔

090-7199-8390

担当者：松本 義弘

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-23 仙台いちょう坂ハルヤマビル5F

（株）
YAMAGIWA 東日本営業部
☎03-5418-9062

℻03-5418-3990

〒105-0014 東京都港区芝3-16-13

山ニ建設資材
（株）
☎018-826-0332

（株）
吉田産業

☎022-235-8115

ら

☎022-745-0746

担当者：日野沢 達雄

℻022-745-0749

担当者：平間 康弘

リリカラ
（株）東北支店

℻022-288-3195

〒983-0004 仙台市宮城野区岡田西町3-10

リンナイ
（株）東北支社
☎022-288-3251

わ

☎022-263-4134

080-2807-2288

080-1679-6227

070-6453-3279

担当者：小畠 正己

080-3583-7362

℻022-288-3252

担当者：竹田 瞬

℻022-263-4135

担当者：渡辺 聡

〒984-0038 仙台市若林区伊在3-1-2

ＹＫＫ ＡＰ
（株）

090-2318-7865

℻022-238-1360

〒981-3135 仙台市泉区八乙女中央1-1-23

☎022-288-3185

担当者：大木 弘仁

担当者：佐藤 有

〒984-0015 仙台市若林区卸町3丁目1-21

（株）
ＬＩＸＩＬ

090-4041-4733

℻018-826-0302

〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本3-1-5

080-5578-3828

担当者：佐藤 浩

℻022-222-0290

〒984-0048 仙台市若林区白萩町23-13

090-8257-6511

090-2799-5822

℻022-222-4254

（株）
フジマック 東北事業部

090-1262-3204

担当者：野口 久榮

℻022-762-8113

〒984-0015 仙台市若林区卸町3-1-17

担当者：佐藤 敏則

080-3257-4500

担当者：内海 忠敏

富士塗料興業
（株）

☎022-232-0221

090-7660-0038

担当者：坂本 理

℻022-265-4734

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー 6F

080-6052-3860

℻022-297-2187

東北レヂボン
（株）

☎022-297-2185

090-7066-8856

担当者：丹内 悟士

フジテック
（株）北日本支社 東北支店

090-8922-6929

担当者：小山 一芳

090-2533-7584

担当者：菊池 照彦

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-9-27 プライムスクエア広瀬通 9F

090-2982-6596

℻022-255-8238

〒983-0821 仙台市宮城野区岩切三所北121-1

担当者：浅井 隆則

℻022-222-0241

（株）
不二サッシ東北

担当者：佐久間 昭一

担当者：片岡 正人

☎022-263-5256

090-8343-2607

担当者：畠中 昭敏

〒983-0864 仙台市宮城野区名掛丁205 -1 広瀬通SEビル2F

090-4045-0060

℻022-227-6773

東北ポール
（株）

℻022-211-5434

福井コンピュータアーキテクト
（株）

担当者：鈴木 龍

担当者：天池 英司

℻022-225-4857

〒980-0023 仙台市青葉区北目町2-39 東北中心ビル1F

担当者：中上 景一郎

℻022-238-5666

☎022-261-2318

（株）
フェイス

℻022214-8633 担当者：伊藤 修平

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町3-4-11

担当者：北原 良一

パナソニック
（株）エンジニアリングセンター

☎022-222-1329

〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-6-9 マニュライフプレイス仙台７Ｆ

（株）東北シンドウ

070-5594-2657

〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー20F

090-4305-7923

〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-5 日宝勾当台西ビル801

℻022-217-3734

（株）
日立ビルシステム 東北支社

担当者：吉村 浩

担当者：松井 裕司

080-5935-4223

〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目8-15 太陽生命仙台ビル６Ｆ

☎022-211-5431

090-6009-9778

担当者：和田 充

℻022-234-5603

〒980-0822 仙台市青葉区立町20-11

担当者：中村 祐太

℻023-653-3454

担当者：泉澤 智

ピーエス
（株）仙台営業所

090-2658-4668

担当者：菊池 弘道

090-1683-3899

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-4-6 仙台本町三井ビルディング内4F

担当者：但木 英子

℻022-212-9202

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-9-8 日宝本町ビル801

担当者：山崎 文洋

℻022-287-9132

（株）
ノザワ 仙台支店

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-1-29 仙台本町ホンマビルディング3F 080-8032-7723

（株）D.C.T アイ

090-1774-3144

〒981-8003 仙台市泉区南光台3-6-20 プティメゾン旭ヶ丘103

090-5232-7813

田島ルーフィング
（株）仙台営業所

担当者：工藤 重人

担当者：須田 学

ニッタイ工業
（株）

080-1827-0222

〒990-2251 山形県山形市立谷川2-851-4

☎022-222-6413

☎022-287-9131

090-8540-0531

担当者：圓井 利幸

090-6548-7851

℻022-263-0316

〒984-0032 仙台市若林区荒井5-8-20

080-1662-8039

℻0247-33-2142

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町中居野96-1

（株）竹原屋本店

（株）
日進産業

担当者：押川 正裕

〒980-0803 仙台市青葉区国分町３-４-33 仙台定禅寺ビル４Ｆ

高田産商（株）

☎022-263-0315

〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-14-24 仙台松井ビル4F

070-1216-8931

℻022-222-1116

℻022-796-6012

日新工業
（株）仙台営業所

担当者：瀧澤 宏

高島（株）東北営業所

☎022-222-1115

☎022-796-6011

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-7-17 ベルザ仙台401

担当者：西沢 正夫

〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-22

担当者：及川 弘行

℻022-267-0819

（株）
ニッシンイクス 仙台事務所

090-2023-2386

大光電機（株）仙台支店
☎022-284-5611

☎022-267-5001

担当者：新見 健三

℻022-217-8425

090-2479-3315

〒980-6007 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30ビル7F

090-7598-6402

℻022-236-2481

℻022-231-2725

担当者：中村 充孝

日建学院【
（株）
建築資料研究社】

担当者：大友 剛史

〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台ビルディング駅前館3F

た

☎022-783-8725

080-2842-1415

℻022-236-3945

℻022-308-5218

〒983-0039 仙台市宮城野区新田東１丁目16-3

担当者：高柳 徹

080-4448-1387

☎022-308-5250

ナブコシステム
（株）

080-5723-8881

℻022-218-9209

中村物産
（有）

〒982-0024 仙台市太白区砂押南町１-４ 誠和ビル２Ｆ

担当者：大隅 智里

（株）総合資格 仙台支店
☎022-217-8421

な

080-3192-0779

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-11-5

担当者：藤村 昌史

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町２-６-１ 日本橋本町プラザビル4F

（有）
オーツー

☎022-239-9120

その他

担当者：鹿間 裕志

セントラル硝子販売（株）東北支社

担当者：津谷 正徳

シャッター

℻023-633-3538

〒984-0002 仙台市若林区卸町東1-5-20

090-5373-0952

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通り有楽館ビルディング3F

☎03-6661-9246

☎022-236-3531

℻022-388-6132 担当者：佐藤 孝仁

〒983-0013 仙台市宮城野区中野4-2-26

内装・外装

090-6627-1482

（株）
セキノ興産 仙台店

（株）
ウッドワン 構造システム営業部 仙台分室

出版・教育・IT

担当者：佐藤 公紀

〒981-0135 宮城県宮城郡利府町菅谷台4-2-11-702

080-3386-8411

冷暖房・空調関連

自動ドア

℻023-647-5250

シリカジャパンGP（株）

担当者：戸羽 明生

電気・電装

防水・屋根・屋上緑化

090-4551-4118

〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-22-2 高保壱番館201

090-3469-8731

住宅資材・建材・工事

担当者：檜森 重信

〒984-0051 仙台市若林区新寺4-9-40 三浦ビル2F

担当者：小野 康弘

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー16F

℻022-238-3806

住宅雑誌「リプラン」
（株）札促社

担当者：中島 信哉

昇降機・駐車設備・舞台設備

090-7321-0605

〒990-0071 山形県山形市流通センター3-7-1

090-5186-4700

金属製建具

担当者：小川 昌彦

〒990-2473 山形県山形市松栄1-5-13

090-3122-4283

（株）
イケダコーポレーション 仙台営業所
☎022-782-1713

℻022-231-6477

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町1-1-45

080-6005-8576

建築金物・建材・加工

080-5059-9539

三和シヤッター工業（株）東北事業部
☎022-238-3807

住設機器

担当者：山本 博

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-9-31

担当者：菊池 和文

〒980-0804 仙台市青葉区大町1-2-23 桜大町ビル

℻022-238-9416

（株）三洋工業東北システム

担当者：工藤 明人

硝子

木工家具・建具

090-9035-7881

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-40

090-6258-2358

塗装・塗料

石材・タイル

担当者：菅原 良徳

サンポット
（株）仙台営業所

e.cot
〈イーコット〉
（株）
☎090-5186-4700

℻018-865-4379

〒010-0956 秋田県秋田市山王臨海町3-37

担当者：佐藤 憲仁

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-12 MB小田急ビル5F

（株）
アオモリパイル

さ （株）三窓

地盤・補強・地業

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-9-7 仙台ＹＦビル４階

080-3191-4287

080-1816-6996

綿半ソリューションズ
（株）仙台営業所
☎022-722-8705 ℻022-722-8706 担当者：村田 昭広
〒980-0802 仙台市青葉二日町12-21 アーク・オフィスビル

080-1235-4729

