
平成 25 年度版

1994年の誕生以来、一歩一歩着実に成長を続ける
　北海道・東北の工務店グループ『アース２１』

『「住む人」の想いにしっかりと応えるためには
　　　その地域の気候や風土を知り尽くした
　我々工務店だからお届けできる住まいの品質がある』　

そんな同じ信念をもつ地域の工務店が連携しながら
　技術力、デザイン力を磨き、新しい住空間を創造。

　　５０年、１００年先を見すえた
きめ細かなアフターサービスはもちろん、
　地球環境への優しい眼差しも大切に。

住まいの根っこは、その地域にある　　    。

　　私たちアース２１は、これからも
　地域にこだわり、地域を大切にする
「地域に根ざした工務店」として歩み続けます。
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㈱キクザワ
住まいは お客様と共に創るもの

〒061-1449　北海道恵庭市黄金中央２丁目３－１５
tel.0123-32-2440 mail: home3@kikuzawa.co.jp

㈲住まいの相談室はしもと
住まいづくりは 自然エネルギーで社会発展を

〒061-1105　北海道北広島市西の里東２丁目３－６
tel.011-374-3411 mail: masa22@lemon.plala.or.jp

㈱アシスト企画
人に優しく、健康を約束する住宅づくり

〒001-0925　北海道札幌市北区新川５条１６丁目６番５号
tel.011-764-5150 mail: masaru@assisthome.co.jp

STV興発㈱
快適空間の創造。家族が安らぐやさしい住まい
〒060-0001　北海道札幌市中央区北１条西８丁目１
                           　STVアネックス４F
tel.0120-089-582 mail: info@stvkohatu.co.jp

ヨシケン一級建築士事務所
性能は基本的条件。どう暮らしていくかが最大のテーマ

〒003-0876　北海道札幌市白石区東米里２０８３－８６
tel.011-875-0877 mail: info@daichinoie.co.jp

㈱伊藤工務店
「建てる楽しみ、住む喜び」をあなたに

〒069-1133　北海道夕張郡由仁町三川旭町１０４
tel.0123-86-2924 mail: soul@seagreen.ocn.ne.jp

㈲北清建設
人と地球にやさしく、長く安心して暮らせる住まい

〒061-1409　北海道恵庭市黄金南３丁目１－１７
tel.0123-33-2032 mail: hokusei@m8.dion.ne.jp

㈲トレーダー
「デザイン＋性能住宅」の提案ができる建築会社

〒003-0029　北海道札幌市白石区平和通８丁目北５－２４
tel.011-846-2110 mail: info@traderhome.co.jp

㈱大洋建設

〒007-0843　北海道札幌市東区北４３条東１９丁目２－２
                                    　                                         大洋ビル２０２tel.011-780-1005

㈲高杉工務店
安心かつ健康な家づくりをお客様と一緒に・・・

〒061-1277　北海道北広島市大曲光１丁目６－５
tel.011-377-6561 mail: takasugikoumuten@rapid.ocn.ne.jp

㈱柴田建築工房

〒061-1355　北海道恵庭市島松寿町1-12-2
tel.0123-36-8049

㈲北美建
お客さまのために 極めていく道

〒047-0156　北海道小樽市桜１丁目１０番２１号
tel.0134-52-0031 mail: kitabi-k@f ine.ocn.ne.jp

武部建設㈱
モダンクラシック 人に歴史あり、家には時代を超える文化あり

〒068-0005　北海道岩見沢市５条東１８丁目３１番地
tel.0126-22-2202 mail: take2@tkb2000.co.jp

㈱橋本建設
超高断熱・気密住宅にデザインをプラスした住宅を超低価格で

〒061-3201　北海道石狩市花川南１条１丁目７６番地
tel.0133-76-2006 mail: KZ/2006-HA@jp-d.ne.jp

菅原建設工業㈱
住実（じゅうじつ）の約束

〒053-0852　北海道苫小牧市北光町４丁目１４番１４号
tel.0144-82-8611 mail: obata.naoki@wave.plala.or.jp

㈱川田建設工業
さまざまなライフスタイルにフィットする家づくり

〒050-0081　北海道室蘭市日の出町２丁目２－６
tel.0143-47-9522 mail: hiro007@rose.ocn.ne.jp

㈱ハウジングシステム
ツーバイフォー工法で高断熱・高気密住宅を設計・施工

〒078-8275　北海道旭川市工業団地５条３丁目１番３号
tel.0166-36-5024 mail: housys@jasmine.ocn.ne.jp

㈱芦野組
機能・性能・デザインに自然素材をプラスした健康住宅

〒078-8308　北海道旭川市旭神町２８番地１０６
tel.0166-65-7087 mail: ashino@basil.ocn.ne.jp

㈲新濱建設
良き素材、優れた技術で１００年経っても壊したくない家づくり

〒071-0173　北海道旭川市西神楽北１条４丁目２３４番地の４２
tel.0166-75-3134 mail: sinhama@tmail.plala.or.jp

mail:

住まいはお客様と共に創るもの

㈱赤坂建設
大正元年創業。時代は変わっても「木」にこだわった住まいづくり

〒083-0001　北海道中川郡池田町朝日町２丁目５番地４
tel.0155-72-2290 mail: akasaka@aksk.co.jp

㈲水野建設
地域に根ざし、地域の気候風土にあった家造り

〒080-0141　北海道河東郡音更町宝来北１条４丁目２
tel.0155-31-1003 mail: info@m-mizuno.com

㈱外田組
最新の技術で心にゆとりのある快適な住環境をお届けします。

〒089-3733　北海道足寄郡足寄町西町８丁目１－１２
tel.0156-25-2045 mail: sotoda@ashoro.co.jp

㈱ユートピアみちのく

〒024-0064　岩手郡北上市若宮町２丁目６－２５
tel.0197-65-0266 mail: youtopia@poplar.ocn.ne.jp

㈱小菅工務店
先人の技と最新の技術の融合で、快適な空間を作り出します。

〒024-0044　岩手県北上市平沢１２－３４
tel.0197-64-3769 mail: ie@kosuga.biz

㈲日高見工務店
より省エネで快適な地球にやさしい家

〒024-0055　岩手県北上市大堤西１丁目９－１４
tel.0197-62-3377 mail: hitakamik@vega.ocn.ne.jp

㈲樋口板金

㈱エクステリアウォール
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㈱スズキ塗装店

松倉建築設計工房

鈴木建築設計

㈱石塚建築設計事務所

mail: higuchi-roof@clock.ocn.ne.jp

〒003-0833 北海道札幌市白石区北郷３条１４丁目３－１
tel.０１１－８７１－２０５６

mail: qqhr334d@watch.ocn.ne.jo

〒005-0832 北海道札幌市南区北ノ沢８丁目６－１７
tel.０１１－５７３－８５０１

mail: dash@lares.dti.ne.jp

〒006-0016 北海道札幌市手稲区富丘６条７丁目２－１１
tel.０１１－６８４－３９９８

mail: suzuki910@s8.dion.ne.jp

〒063-0829 北海道札幌市西区発寒９条１０丁目６－１３
tel.０１１－６６１－２９８５

mail: hmspace@nifty.com

〒061-1147 北海道北広島市里見町６丁目８－５
tel.０１１－８２６－６６３０

mail: suzuki-k-sekkei@star.ocn.ne.jp

〒061-3776 北海道石狩郡当別町太美町１４７３－１０４
tel.０１３３－２６－４８６８

mail: ado.ishi@gol.com

〒061-1444 北海道恵庭市京町７７番地１
tel.０１２３－３３－３８５６

mail: info@p-takano.com
㈲プラスター高野

〒071-1522 北海道上川郡東神楽町ひじり野北２条４丁目
                                      １－９tel.０１６６－８３－２１２０

㈲丸勝工務店

カナダ林産業審議会

mail: maruka2@olive.plala.or.jp

〒078-8348 北海道旭川市東光８条２丁目４－５
tel.０１６６－３１－９１４８

ｗｗｗ.cofi.or.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門３－８－２７巴町アネックス２号館９階
tel.０３－５４０１－０５３３

ＣＯＦＩ　ＳＰＦグループ

㈱ノーザンプランニング
mail: np@cameo.plala.or.jp

〒061-1277 北海道北広島市大曲光１丁目１番９号
tel.０１１－３７７－７９１４

㈱北海道住宅新聞社
mail: y-shirai@iesu.co.jp

〒001-0029 北海道札幌市北区北２９条西４丁目２－１
　　　　　　　　　　　　　　　　２０１tel.０１１－７３６－９８１１

mail: miki@replan.co.jp

〒063-0004 北海道札幌市西区山の手３条５丁目３－５
tel.０１１－６４１－７８５５

㈱北海道住宅通信社

ハウジング山地㈱

日本住環境㈱札幌支店

福井コンピュータ㈱札幌営業所

ジャパンホームシールド㈱札幌営業所

㈱エコテック

佐藤木材工業㈱

mail: nojima@juu-tsuu.jp

〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通６丁目北５番１５号
tel.０１１－８６４－８５０８

mail: nagano@housing-yamachi.com.co.jp

〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西１０丁目１－１７
tel.０１１－２６１－９９１１

mail: hashida@njkk.co.jp

〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西５丁目興銀ビル６Ｆ
tel.０１１－２２２－６３３０

mail: k_matsuya@po.fukuicompu.co.jp

〒003-0825 北海道札幌市白石区菊水元町５条１丁目９
tel.０１１－８７４－０００５

mail: onoderat11@j-shield.co.jp

〒060-0005 北海道札幌市中央区北５条西５丁目２－１２
　　　　　　　　　　　　住友生命札幌ビル８階tel.０１１－２４１－４６００

enehyper1@ecotec.ne.jp

〒007-0838
tel.０１１－７５１－１６１６

〒041-0812 北海道函館市昭和４丁目５－１
tel.０１３８－４２－３１６５

mail: sougokenzai.1@abeam.ocn.co.jp
相互建材工業㈱

〒061-1405 北海道恵庭市戸磯３４７番地７
tel.０１２３－３３－４１７１

㈱植田アルミガラス工業

丸十木材㈱

㈱道東サッシセンター

旭デユポンフラッシュパンプロダクト㈱

㈱アルデエンジニアリング

㈱イケダコーポレーション

㈱ハルキ

mail: ueda.al@juno.ocn.co.jp

〒061-1270 北海道北広島市大曲４１番地８６
tel.０１１－３７６－２２０１

mail: takayuki.nakata@marujyu-lumber.com

〒089-1182 北海道帯広市川西町西三線７３番地２
tel.０１５５－５９－２１０１

mail: doutou@doutou-sc.co.jp

〒080-0010 北海道帯広市大通南３１丁目５６番地
tel.０１５５－４８－９５１１

mail: hirohiko.ozaki@jpn.dupont.com

〒100-6111 東京都千代田区永田町２－１１－１山王パークタワー
tel.０３－５５２１－２６００

mail: yoshimura@arude.co.jp

〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町２－８ブロス大伝馬
tel.０３－５６２３－９３３１

nakajima@iskcorp.com

〒983-0039
tel.０２２－７８２－１７１３

mail: shinichiharuki@mori-haruki.co.jp

〒003-0028 北海道札幌市白石区平和通１７丁目南３－２
tel.０１１－３７５－７７０２

北海道札幌市東区北３８条東７丁目１－２９

住宅雑誌　Ｒｅｐｌａｎ

mail:

宮城県仙台市宮城野区新田東２－１２－１５－Ｂ１

mail:

石塚建設㈱
発想と理想の住空間を実現・・・『Design・Function・Quality』

〒087-0023　北海道根室市桂木６３番地２４
tel.0153-23-4653 mail: isizuka1013@yahoo.co.jp

㈱岡本建設
地球にやさしい住まいを考えよう

〒089-0614　北海道中川郡幕別町緑町４０番地３２
tel.0155-54-2733 mail: info@okamoto-kensetsu.co.jp

㈲外城建設
地域に密着した「健康住宅」の提案

〒089-0107　北海道上川郡清水町南６条西４丁目
tel.0156-62-4472 mail: mail@sotoshiro.co.jp

㈱広岡建設
扉を開けば北の風・・・あなたもそっと足を踏み入れてください。

〒080-0015　北海道帯広市西５条南２４丁目１７番地
tel.0155-24-7373 mail: hirooka@m2.octv.ne.jp

㈱神谷建設
人と地球にやさしい家づくり

〒080-0046　北海道帯広市西１６条北２丁目３８９
tel.0155-34-1176 mail: k-kamiya@lapis.plala.or.jp

アース21の会員工務店は
全道・東北各地に35社
あなたのすぐ近くにも、地場に密着して活躍するメンバーがいます。

㈱藤井光雄工務店
住みつづけるほどに味わいのでる家

〒071-1514　北海道上川郡東神楽町北２条東２丁目９－１
tel.0166-83-5517 mail: daiku-fujii@plala.to

㈱北海道ハウジング
お客様が幸せで豊かな暮らしを手に入れる為に

〒070-0802　北海道旭川市神楽２条１１丁目２－１６
tel.0166-62-5133 mail: info@hokkaido-housing.com

㈱ハウザー
お客様と一緒に考え提案する家づくり

〒049-0111　北海道北斗市七重浜８丁目８－７
tel.0138-48-1661 mail: webmaster@houser-net.com

㈱青木建設
信頼と確かな技術で価値ある住まいづくり

〒084-0912　北海道釧路市星が浦大通３丁目８番３２号
tel.0154-51-0553 mail: aoki-nb1@ion.ocn.ne.jp

光輝建設㈱
住みよい健康住宅を考える

〒093-0042　北海道網走市潮見２丁目９－８
tel.0152-45-2225

高気密・高断熱の省エネ健康住宅

㈱岩清水木工
mail: im-made.of.wood@ec5.technowave.ne.jp

〒063-0829 北海道札幌市西区発寒９条１０丁目１－１
tel.０１１－６６４－０３７８

日本スティーベル㈱
mail: toma@nihonstiebel.co.jp

〒003-0012 北海道札幌市白石区中央２条５丁目１２－２２
tel.０１１－８６４－４６４９

クリナップ 〒003-0023 北海道札幌市白石区南郷通１１丁目北１－３０
tel.０１１－８６４－８００７

正 会 員
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