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宮城県 積和建設東北株式会社 0227773911 宮城県仙台市泉区明通３－１５－２ 全国

福島県 株式会社四季工房 0249376351 福島県郡山市南２－８４ 全国

福島県 永山工業株式会社 0247472760 福島県東白川郡矢祭町上関河内字寄藤２８－１ 全国

福島県 株式会社オオバ工務店 0249616500 福島県郡山市富田町字権現林３－４ 全国

福島県 株式会社大桃建設工業 0241620020 福島県南会津郡南会津町田島字本町甲３８８６ 全国

福島県 関根木材工業株式会社 0241620206 福島県南会津郡南会津町永田字堂下６ 全国

福島県 株式会社オグラ 0241782953 福島県南会津郡南会津町熨斗戸５４４－１ 全国

福島県 株式会社グリーンライフ 0242721769 福島県耶麻郡猪苗代町字清水前２７４８－１ 全国

茨城県 サンワ設計株式会社 0280763313 茨城県古河市仁連１９２１－４ 全国

栃木県 有限会社鈴木工匠 0289752896 栃木県鹿沼市磯町１７８ 全国

栃木県 株式会社ユー建築工房 0284713654 栃木県足利市島田町１５１－１ 全国

埼玉県 株式会社藤島建設 0482658888 埼玉県川口市南前川２－１４－１２ 全国

埼玉県 積和建設東東京株式会社 0484340112 埼玉県戸田市新曽１７６０－２ 全国

埼玉県 株式会社山崎工務店 0486836524 埼玉県さいたま市見沼区南中野５６１－３ 全国

埼玉県 積和建設埼玉株式会社 0486867331 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－１４－１０ 全国

埼玉県 首都圏総合住宅供給協同組合 0489965111 埼玉県八潮市緑町５－２９－３２ 全国

埼玉県 株式会社富士住建 0487783310 埼玉県上尾市原市１３５２－１ 全国

埼玉県 株式会社ナカヤマ 0487875723 埼玉県上尾市泉台３－４－４ 全国

埼玉県 株式会社丸山工務店 0494221792 埼玉県秩父市熊木町４２－２９ 全国

千葉県 株式会社中野工務店 0473243301 千葉県市川市市川南４－８－１４ 全国

千葉県 株式会社石原工務店 0478524467 千葉県香取市佐原イ３６６２－１ 全国

千葉県 株式会社新昭和 0439547711 千葉県君津市東坂田４－３－３ 全国

東京都 住友林業株式会社 0332142220 東京都千代田区大手町１－３－２ 経団連会館 全国

東京都 住友林業ホームテック株式会社 0352175113 東京都千代田区神田錦町３－２６ 一ツ橋ＳＩビル８階 全国

東京都 東日本ハウス株式会社 0352159881 東京都千代田区飯田橋４－３－８ 東日本飯田橋ビル 全国

東京都 エアサイクルハウジング株式会社 0352553771 東京都中央区日本橋２－９－４ 日本橋Ｃ＆Ｉビル３Ｆ 全国

東京都 タマホーム株式会社 0364081200 東京都港区高輪３－２２－９ タマホーム本社ビル 全国

東京都 株式会社参創ハウテック 0359404451 東京都文京区大塚３－１－１０ 住友成泉小石川ビル別館６階 全国

東京都 有限会社大沼住建 0338840868 東京都足立区保塚町１４－１３ 全国

東京都 株式会社一条工務店 0352450111 東京都江東区木場５－１０－１０ 全国

東京都 物林株式会社 0355343585 東京都江東区新木場１－７－２２ 新木場タワー７Ｆ 全国

東京都 株式会社アールシーコア 0334639413 東京都渋谷区南平台町２－１７ 日交渋谷南平台ビル 全国

東京都 株式会社もりぞう 0359193621 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１５－６ マークス北参道 全国

東京都 株式会社家づくりネットワーク 0353012813 東京都世田谷区松原５－２７－１１ パスコマンション２０１ 全国

東京都 株式会社東京組 0337092000 東京都世田谷区用賀４－１０－１ 世田谷ビジネススクエアタワー２２Ｆ 全国

東京都 株式会社前澤工務店 0332021331 東京都新宿区新宿７－１５－１１ 全国

東京都 住友不動産株式会社 0333468961 東京都新宿区西新宿２－６－１ 新宿住友ビル１０階 全国
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東京都 三井ホーム株式会社 0333464411 東京都新宿区西新宿２－１－１ 新宿三井ビル５３階 全国

東京都 株式会社レオハウス 0333495211 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 新宿センタービル３７階 全国

東京都 ミサワホーム株式会社 0333498352 東京都新宿区西新宿２－４－１ ＮＳビル１６階 全国

東京都 株式会社飯田産業 0422368848 東京都武蔵野市境２－２－２ 全国

東京都 有限会社北海商事 0422484793 東京都三鷹市下連雀４－２－３５ 全国

東京都 株式会社アーネストワン 0424616292 東京都西東京市北原町３－２－２２ 全国

東京都 株式会社東栄住宅 0424638178 東京都西東京市芝久保町４－２６－３ 全国

東京都 みどり建設株式会社 0425894293 東京都日野市万願寺２－３４－２ 全国

東京都 積和建設西東京株式会社 0427980171 東京都町田市下小山田町２７２０－４ 全国

東京都 有限会社山本木材 0427970808 東京都町田市下小山田町３７０ 全国

東京都 株式会社本間工務店 0424713600 東京都東久留米市下里１－８－３３ 本間ビル１Ｆ 全国

神奈川県 積和建設神奈川株式会社 0458280511 神奈川県横浜市戸塚区川上町８７－４ （Ｎ＆ＦビルＩ２階） 全国

神奈川県 城南建設株式会社 0427301886 神奈川県相模原市中央区富士見２－８－８ 城南建設ビル２階 全国

神奈川県 株式会社フレッシュハウス 0463349511 神奈川県平塚市平塚１－２－６ 全国

新潟県 積和建設新潟株式会社 0252867151 新潟県新潟市中央区山二ツ４－９－３８ 全国

富山県 株式会社山秀木材 0763820428 富山県南砺市山斐１８８ 全国

石川県 積和建設北陸株式会社 0762517712 石川県金沢市疋田３－２８ 全国

石川県 株式会社中部ジェイ・シィ 0762248988 石川県金沢市諸江町上丁５８１－２ 全国

石川県 株式会社ひまわりほーむ 0762698100 石川県金沢市新保本４－６６－６ 全国

石川県 株式会社イノベーションジャパン 0762698080 石川県金沢市新保本４－６６－６ 全国

石川県 株式会社沢野建設工房 0762833360 石川県かほく市七窪ホ５－１ 全国

山梨県 有限会社岡田工建 0552838316 山梨県南アルプス市東南湖１３６５－３ 全国

長野県 積和建設信州株式会社 0262747550 長野県千曲市屋代１２７６－３ 全国

岐阜県 株式会社螢雲堂 0582644885 岐阜県岐阜市真砂町１０－１－３ 螢雲ビル 全国

岐阜県 オークヴィレッジ株式会社 0577682244 岐阜県高山市清見町牧ヶ洞８４６ 全国

岐阜県 株式会社井上工務店 0577330715 岐阜県高山市江名子町２７１５－１１ 全国

岐阜県 長瀞産業株式会社 0574782046 岐阜県加茂郡東白川村神土２０８６ 全国

岐阜県 幡建設株式会社 0576253080 岐阜県下呂市東上田５８４－２ 全国

岐阜県 Ｇｏｏｄホーム株式会社 0573263383 岐阜県恵那市大井町１６６６ 全国

静岡県 小塚建設株式会社 0548580202 静岡県牧之原市地頭方５３５－２ 全国

静岡県 積和建設静岡株式会社 0546462600 静岡県藤枝市平島３６３－１ 全国

静岡県 株式会社アトラス建設 0547453614 静岡県島田市島６６２－２ 全国

静岡県 株式会社一条メンテナンス 0535973611 静岡県浜松市西区雄踏町山崎５４８ 全国

愛知県 中部フローリング株式会社 0525031626 愛知県名古屋市西区こも原町１８２ 全国

三重県 株式会社アート・宙 0593560817 三重県四日市市北町３－４ 全国

三重県 有限会社ＦＯＲＥＳＴＥＮＥＲＧＹ 0592642223 三重県津市観音寺町７９９－７ ＴＴＣビル３Ｆ 全国

三重県 ＳＳＤ建築士事務所 0592681303 三重県津市安濃町川西１２８１－１ 全国
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三重県 株式会社キハタトレーディング 0598525656 三重県松阪市鎌田町５９－１ 全国

三重県 株式会社高橋建築 0596650633 三重県度会郡度会町南中村１３７６－１ 全国

三重県 アイビーエー株式会社 0595263332 三重県伊賀市問屋町１１－２ 全国

滋賀県 株式会社北條 0740223367 滋賀県高島市今津町今津１１１－１ 全国

滋賀県 株式会社八興 0748377185 滋賀県近江八幡市上田町１７５ 全国

滋賀県 株式会社アキムラフライング・シー 0775843111 滋賀県守山市今浜町２５３０－１ 全国

滋賀県 株式会社ＢＥＳＳ京神 0775856911 滋賀県守山市今浜町２６２０－４３ 全国

京都府 積和建設近畿株式会社 0774206802 京都府宇治市槇島町一町田４１－１ 全国

京都府 ＯＫＡＭＵＲＡ工房株式会社 0771229090 京都府亀岡市追分町馬場通２４－４ 全国

大阪府 株式会社ヤマヒサ 0663142503 大阪府大阪市北区万歳町３－２５ ヤマヒサ本社ビル４階 全国

大阪府 大和ハウス工業株式会社 0663420941 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 全国

大阪府 大和ハウスリフォーム株式会社 0663424410 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 大和ハウス工業大阪ビル１９階 全国

大阪府 積水ハウス株式会社 0664403111 大阪府大阪市北区大淀中１－１－８８ 梅田スカイビルタワーイースト 全国

大阪府 （有）羽根建築工房 0669586277 大阪府大阪市旭区森小路１－２－１５ 全国

大阪府 株式会社ｋｉｃｏｒｉ 0647064755 大阪府大阪市中央区淡路町２－５－８ 船場ビルディング３０６号室 全国

大阪府 積和建設阪和株式会社 0662142313 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－３－２ 御堂筋ミナミビル４階 全国

大阪府 株式会社ミズノライフクリエイト 0667911037 大阪府大阪市平野区平野本町４－１６－２９ 全国

大阪府 株式会社東野材木店 0666967551 大阪府大阪市住吉区苅田８－７－２０ 全国

大阪府 津田産業株式会社 0666819933 大阪府大阪市住之江区平林南１－８－１９ 全国

大阪府 パナホーム株式会社 0668345148 大阪府豊中市新千里西町１－１－４ 全国

大阪府 株式会社絆コーポレーション 0663830101 大阪府摂津市正雀２－１３－３１ 全国

大阪府 合資会社戸田材木店 0726343425 大阪府茨木市大池１－１１－３１ 全国

兵庫県 ヤマト住建株式会社 0782300600
兵庫県神戸市中央区浜辺通５－１－１４ 神戸商工貿易センタービル１８０
１号

全国

兵庫県 株式会社三愛リホーム 0782610602 兵庫県神戸市兵庫区上沢通５－１－１７ ラ・ルミエール藤井１階 全国

兵庫県 株式会社伊田工務店 0788611165 兵庫県神戸市灘区城内通４－７－２５ 全国

兵庫県 株式会社いなほ不動産 0664299477 兵庫県尼崎市塚口本町４－７－８ 全国

兵庫県 株式会社モコハウス 0727575369 兵庫県川西市中央町１８－２１ 全国

兵庫県 株式会社上杉工務店 0796220701 兵庫県豊岡市野田１７７－２ 全国

奈良県 トク矢住建株式会社 0742334389 奈良県奈良市法蓮町４６５－１ 全国

奈良県 株式会社中尾組 0744423567 奈良県桜井市大字桜井５５３－１ 全国

奈良県 吉野銘木製造販売株式会社 0747528881 奈良県吉野郡下市町新住９９１－１ 全国

奈良県 輪和建設株式会社 0743533355 奈良県大和郡山市満願寺町８１４－６ 全国

和歌山県 株式会社幸訪建設 0734791100 和歌山県和歌山市江南２２５ 全国

和歌山県 若林建築 0735317017 和歌山県新宮市佐野９１６－６ 全国

島根県 積和建設中国株式会社山陰支店 0852527801 島根県松江市東出雲町意宇南１－２－２ 全国

広島県 積和建設中国株式会社 0825737755 広島県広島市安佐南区伴南１－４－３１ 全国

徳島県 株式会社城工務店 0886227845 徳島県徳島市南昭和町１－１８－５ 全国
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徳島県 宮田建築設計工房 0883364046 徳島県阿波市市場町香美字北香美６９－２ 全国

香川県 谷口建設興業株式会社 0878893000 香川県高松市上林町４７３－１ 全国

香川県 株式会社アットホームズ 0877286595 香川県丸亀市垂水町３１４５－１ 全国

香川県 株式会社石川組 0875254761 香川県観音寺市吉岡町２１４－７ 全国

愛媛県 株式会社ジョー・コーポレーション 0899763123 愛媛県松山市来住町１３４４－１ 全国

福岡県 辰巳住研株式会社 0936443773 福岡県北九州市八幡西区幸神４－７－１ 全国

福岡県 越智産業株式会社 0927119171 福岡県福岡市中央区那の津３－１２－２０ 全国

福岡県 エコワークス株式会社 0924049200 福岡県福岡市博多区竹丘町１－５－３２ 全国

福岡県 積和建設九州株式会社 0925880200 福岡県福岡市博多区井相田２－１０－１３ 全国

福岡県 株式会社ＢＥＳＳ福岡西南 0929284169 福岡県太宰府市向佐野２－５－９ 全国

熊本県 新産住拓株式会社 0963561500 熊本県熊本市南区近見８－９－８５ 全国

大分県 株式会社天領木 0973285090 大分県日田市大字渡里１４６４ 全国

※本リストの事業者については全国事務局に登録された段階で「登録工事業者」となります。


