一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会 たくみ会員（構成員） 一覧
2019年1月1日現在
番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

1 株式会社アートプランニン 神奈川県相模原市南区相模台３丁目３-１４
グ

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

○

神奈川県知事許可第73697号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
2級建築施行管理技士

○

栃木県知事許可第17747号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

1級建築士

2 株式会社ＩＫホーム

栃木県鹿沼市貝島町５８１-４

3 株式会社アイディアル

長崎県大村市杭出津１-５４４-１

○

○

長崎県知事許可第12864号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

4 青木工務店

東京都世田谷区新町２-８-６

○

○

東京都知事許可第104977号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

5 株式会社青木工務店

埼玉県東松山市上唐子１５２１-１１

○

埼玉県知事許可第32778号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

6 株式会社青木ハウジング

長野県須坂市大字米持238

○

○

長野県知事許可第9620号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、

7 秋山木材産業株式会社

千葉県習志野市東習志野6-12-3

○

○

千葉県知事許可第8572号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

8 株式会社アベニール

神奈川県横浜市鶴見区駒岡２丁目６番２８
号

○

神奈川県知事許可第44936号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、電
気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗
装工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事
業、

2級建築士

○

○

福島県知事許可第9407号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、
【特】土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石
工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工
事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、

○

○

東京都知事許可第76857号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築士

○

○

埼玉県知事許可第35823号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士

○

○

埼玉県知事許可第63458号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

○

○

三重県知事許可第15264号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

9 株式会社アポロガスほっと 福島県福島市曽根田町１－１８ＭＡＸふくし
リビング
ま３F

10 有限会社新井建設

東京都八王子市石川町２６１０

11 有限会社新井武雄工務店 埼玉県所沢市南永井３７-２０

12 有限会社アルクハウジン
グ

埼玉県所沢市小手指町３-３１-２０

13 株式会社アルフレッシュ

三重県津市修成町１８-２８

○
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

14 株式会社石川商会住宅機 千葉県旭市ニ-１７１０
材

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

○

15 石橋ホーム資材株式会社 神奈川県相模原市緑区相原５-１２-１
16 有限会社稲葉工務店

熊本県山鹿市鹿北町芋生４１０５-１

○

17 株式会社いわいハウジン
グ

愛知県一宮市八町通２-４

○

18 有限会社内田工務店

群馬県伊勢崎市境下武士６４６-３

19 株式会社内山ホーム

新潟県上越市黒井２５４８-２

20 ウッド・アート・スタジオ株
式会社

愛知県岡崎市井田町字稲場２-１

21 株式会社エスケー住建

埼玉県川口市芝新町４-１８第一貢友ビル３
Ｆ

22 株式会社榎本建築

大分県豊後高田市羽根３２７７-１

23 大野工務店

東京都福生市武蔵野台２-１-１０ Ｐ-５

24 株式会社大原工務店

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

○

千葉県知事許可第15282号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、屋
根工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、
内装仕上工事業、機械器具設置工事業、建具工事業、消
防施設工事業、
【特】管工事業、

2級建築士

○

国土交通大臣許可第25645号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

2級建築士

熊本県知事許可第1682号
1級建築士
【一】土木一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土 2級建築士
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装
工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工
事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道
施設工事業、
○

愛知県知事許可第50829号
1級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防
水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

○

群馬県知事許可第6605号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

○

新潟県知事許可第38629号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

愛知県知事許可第64446号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

○

埼玉県知事許可第50561号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

○

大分県知事許可第014046号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

○

東京都知事許可第127098号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

福島県郡山市安積町日出山２-２１-１

○

○

福島県知事許可第17696号
2級建築士
【特】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、

25 株式会社大船住研

神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２-４３-１３

○

○

神奈川県知事許可第42280号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

26 株式会社岡田工務店

埼玉県秩父郡皆野町皆野３１-５

○

○

埼玉県知事許可第2513号
1級建築施行管理技士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、屋根工事業、管工事業、舗装工事業、造園
工事業、水道施設工事業、

27 株式会社オキ

広島県福山市南松永町１-１６-１３

○

○
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広島県知事許可第15908号
【特】建築一式工事業、

2級建築士

1級建築士

番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

28 有限会社小倉住建

群馬県沼田市上久屋町１３６２-２２

29 有限会社おしうみ建築

神奈川県小田原市南鴨宮１-１６-１４-１

30 株式会社オダ建設

千葉県佐倉市上志津１０６１-３

○

31 株式会社小野産業

広島県廿日市市木材港南４-３

建築士又は
建築施工管理技士

○

群馬県知事許可第18687号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
1級建築施行管理技士

○

神奈川県知事許可第13265号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
2級建築施行管理技士

○

千葉県知事許可第28177号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

○

広島県知事許可第33307号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

32 株式会社カザマ技研開発 群馬県高崎市金古町１１７９-１

○

国土交通大臣許可第26782号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、防水工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

33 有限会社カツタテック

広島県広島市中区江波栄町３-５-３０４

○

広島県知事許可第30929号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

34 有限会社カディス

東京都立川市栄町２-２４-１６

○

東京都知事許可第111031号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

35 金島建設株式会社

千葉県銚子市松岸見晴台２６５９-１

○

○

千葉県知事許可第22160号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と 2級建築士
び・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・
ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、内装仕上
工事業、

36 菊池建設株式会社

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３６-１

○

○

国土交通大臣許可第19130号
【一】鋼構造物工事業、
【特】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕
上工事業、

37 有限会社北山建築

三重県松阪市新町９９５

○

○

三重県知事許可第13484号
1級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土 2級建築士
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ 1級建築施行管理技士
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、

38 株式会社木のくに

茨城県稲敷郡河内町長竿６２９６-５

○

○

茨城県知事許可第31172号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事
業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工
事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上
工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、

39 株式会社木の城いちばん 岡山県倉敷市堀南６２８-１２

○

○

岡山県知事許可第16860号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

40 草処建設株式会社

○

○

群馬県知事許可第3845号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士

群馬県桐生市新里町新川１７１

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

○
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1級建築士

番号

氏名又は名称

41 株式会社クラフトホーム

主たる事務所又は
事業所の所在地
東京都八王子市本町２４-８ＫＲＡＦＴ ＢＬＤ
ＧⅢ ３Ｆ

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

○

○

東京都知事許可第121196号
【特】建築一式工事業、

1級建築士
2級建築士
2級建築施行管理技士

42 クリエイトホーム株式会社 佐賀県唐津市東唐津４丁目７番１２-２号

○

○

佐賀県知事許可第7052号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士

43 黒木建設株式会社

佐賀県伊万里市松島町１００-１

○

○

国土交通大臣許可第862号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋
工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガ
ラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、
造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業、

44 株式会社クロダ

長崎県諫早市栄田町２０-３１

○

長崎県知事許可第11711号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

2級建築士

45 ＫＭ工房株式会社

東京都町田市南成瀬４-１-１６

○

東京都知事許可第142173号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

46 株式会社ケーアイリビング 兵庫県加古郡播磨町南大中２-１-９

○

○

兵庫県知事許可第405567号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

47 株式会社元気

静岡県沼津市今沢４９０-２９

○

○

静岡県知事許可第034241号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

48 株式会社建築工房 匠

鹿児島県鹿児島市宇宿５-３０-２

○

49 光和建材株式会社

福島県郡山市日和田町字原１２

○

○

福島県知事許可第17561号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・ 2級建築施行管理技士
れんが・ブロック工事業、板金工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、建具工事業、

50 株式会社小菅工務店

東京都西東京市富士町４-５-１２

○

○

東京都知事許可第033809号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

2級建築士

51 株式会社古西屋

新潟県長岡市白鳥町３８２番地

○

○

新潟県知事許可第6273号
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、舗装工事業、内装仕上工事
業、造園工事業、

1級建築士
2級建築士
1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

52 株式会社小森工務店

埼玉県蓮田市南新宿９４８-３

○

○

埼玉県知事許可第11105号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

53 斎藤建設株式会社

三重県松阪市嬉野町１４６５

○

○

三重県知事許可第2214号
【一】建築一式工事業、

1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

54 サイトウ建築株式会社

愛知県あま市甚目寺桑丸５６番地

○

○

愛知県知事許可第5669.3号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

○

鹿児島県知事許可第14943号
1級建築士
【特】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、内装仕上工事業、
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

55 株式会社酒井建築

愛知県丹羽郡大口町上小口１-２６３番地

○

○

愛知県知事許可第41527号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、板金工事業、
塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

56 坂田木材株式会社

長野県長野市篠ノ井西寺尾２７７２-１

○

○

長野県知事許可第16115号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と 2級建築士
び・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事
業、内装仕上工事業、水道施設工事業、

57 有限会社坂田木材住宅

神奈川県横浜市港北区綱島東４-１-２７

○

○

神奈川県知事許可第27205号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

58 株式会社坂詰製材所

新潟県阿賀野市保田３８５８

○

新潟県知事許可第12457号
【特】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築士
2級建築士

59 桜井建築株式会社

新潟県魚沼市新保新田１８７-１

○

○

新潟県知事許可第17812号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

60 さくら住建株式会社

千葉県佐倉市上志津１７９０-１

○

○

千葉県知事許可第023514号
1級建築士
【特】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー 2級建築士
ト工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、ガ
ラス工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

61 佐藤建設株式会社

茨城県龍ヶ崎市川原代町３６９５

○

○

茨城県知事許可第1120号
2級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左 1級建築施行管理技士
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事
業、鉄筋工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事
業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事
業、水道施設工事業、

62 株式会社佐藤建設工業

秋田県由利本荘市小人町１００-２

○

○

秋田県知事許可第6694号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事
業、内装仕上工事業、解体工事業、

63 三協住宅サービス株式会 岡山県倉敷市笹沖１３４５－１
社

○

○

岡山県知事許可第24731号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕
上工事業、

64 株式会社三心

神奈川県小田原市久野３０６７

○

○

神奈川県知事許可第66641号
2級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事
業、しゆんせつ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事
業、

65 三友ビルド株式会社

徳島県徳島市津田海岸町７-２１

○

66 株式会社三和新建材

愛媛県松山市保免中２-４-１２

2級建築士

徳島県知事許可第7633号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼
構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、内装仕上工事
業、
○
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愛媛県知事許可第16392号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

67 篠屋木材工業株式会社

茨城県つくば市大曽根２６６９-４

○

68 株式会社シバタホームズ

埼玉県さいたま市南区文蔵２-６-１９

○

69 志村建設株式会社

山梨県韮崎市藤井北下條１９０４

70 株式会社シャーロックホー 長野県松本市筑摩１-１６-２３
ムズ

建築士又は
建築施工管理技士

茨城県知事許可第426号
【特】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕
上工事業、

1級建築士

○

埼玉県知事許可第57354号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
1級建築施行管理技士

○

○

山梨県知事許可第4083号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

1級建築士

○

○

長野県知事許可第16969号
【一】大工工事業、

2級建築士

○

○

広島県知事許可第15683号
1級建築施行管理技士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、

71 有限会社勝栄工務店

広島県広島市西区田方３丁目７２２-４

72 上越木材興業株式会社

新潟県上越市新光町１-１-７

○

○

新潟県知事許可第10940号
【特】建築一式工事業、

73 新興建設株式会社

鳥取県鳥取市千代水１-１-１

○

○

鳥取県知事許可第166号
1級建築施行管理技士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、

74 株式会社シンホリ

愛知県半田市州の崎町２-２２６

75 鈴木建築

静岡県浜松市東区和田町８６４-１

○

76 株式会社鈴木工務店

静岡県袋井市湊２７２-１

○

77 株式会社鈴木屋木材

栃木県河内郡上三川町上三川４９９２

○

78 株式会社スマイヴ

岩手県奥州市水沢区神明町２-４-１

○

○

岩手県知事許可第60177号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、舗装工事業、水道施設工事業、

79 株式会社住まい工房

神奈川県横須賀市公郷町４-８-７

○

○

神奈川県知事許可第81840号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

80 株式会社総合建設西沢商 長野県長野市川中島町原５２０
会

○

○

長野県知事許可第2770号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築士

81 創成工業株式会社

○

○

長野県知事許可第1485号
2級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク 2級建築施行管理技士
リート工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゆんせ
つ工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、

長野県塩尻市大字片丘字今泉９８２８-７

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

○

1級建築士

愛知県知事許可第68473号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築士

○

静岡県知事許可第31766号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

○

静岡県知事許可第463号
1級建築施行管理技士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事
業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工
事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上
工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業、
栃木県知事許可第6204号
【特】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、屋根工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防
水工事業、内装仕上工事業、解体工事業、
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1級建築士
2級建築士
1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

82 株式会社大喜

広島県広島市安佐南区西原３丁目１３番１２
号

○

○

広島県知事許可第1798号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、建具工事業、

83 株式会社大登建築

新潟県南魚沼市長森６９３番地２

○

○

新潟県知事許可第40825号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

1級建築士
2級建築士

84 大福ホーム株式会社

広島県福山市霞町３丁目３番１号

○

○

広島県知事許可第17659号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
2級建築士

85 有限会社高木建設

静岡県磐田市刑部島２６２-１

○

○

静岡県知事許可第18966号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

86 株式会社タカキホーム

東京都小金井市本町１-１２-６

○

○

国土交通大臣許可第26074号
【特】建築一式工事業、内装仕上工事業、

1級建築士

87 高柴商事株式会社

兵庫県養父市薮崎１０５１

○

○

兵庫県知事許可第600860号
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、

1級建築士
2級建築士
1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

○

○

愛知県知事許可第36635号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

千葉県知事許可第017079号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

神奈川県知事許可第53128号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

88 有限会社タカツプランニン 愛知県名古屋市西区菊井二丁目６番２０号
グ
仲島ビル２０２号

○

89 髙野内建設株式会社

千葉県印西市小林2523-1

○

90 竹広林業株式会社

神奈川県小田原市寿町３-１-３９

○

91 タケヤテック株式会社

和歌山県海南市且来１３９６-１

92 有限会社田二建築工業

栃木県宇都宮市問屋町３４２６-１９

93 チタジュウ建材株式会社

愛知県東海市荒尾町油田38番地

94 中央ベニヤ株式会社

山梨県甲府市相生１-１６-１５

95 チヨダ建設株式会社

熊本県合志市須屋２５９６-２

96 株式会社辻本工務店

神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷２-８-６６

○

○

○

和歌山県知事許可第10476号
2級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左 2級建築施行管理技士
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構
造物工事業、舗装工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗
装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、
建具工事業、水道施設工事業、

○

栃木県知事許可第20143号
【一】建築一式工事業、

2級建築施行管理技士

愛知県知事許可第68119号
1級建築施行管理技士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、
○

山梨県知事許可第4894号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

○

熊本県知事許可第16523号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

○

神奈川県知事許可第42780号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

97 株式会社ツボイ

神奈川県鎌倉市常盤133-1

○

○

国土交通大臣許可第25695号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

98 鐵舟株式会社

福岡県久留米市荒木町白口１１番地１

○

○

福岡県知事許可第101493号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業、内
装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業、

99 寺田建設株式会社

群馬県安中市安中２丁目１１番２９号

○

○

群馬県知事許可第1479号
【特】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、内装仕
上工事業、

1級建築士

1級建築士

○

1級建築士
2級建築士
2級建築施行管理技士

100 土井住宅産業株式会社

大阪府高槻市芥川町2-20-9

○

○

大阪府知事許可第10038号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

101 株式会社東都ホーム

東京都練馬区高松３-１８-２６

○

○

東京都知事許可第84860号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左 2級建築士
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、管工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、塗装工事業、防水工事業、内
装仕上工事業、建具工事業、水道施設工事業、

102 東部住設有限会社

鳥取県鳥取市賀露町西１-２９３９-３

○

○

鳥取県知事許可第4907号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

103 株式会社東武ニューハウ
ス

埼玉県加須市三俣１丁目３２番地９

○

○

埼玉県知事許可第037700号
【一】建築一式工事業、電気工事業、

1級建築士

104 東和建設株式会社

千葉県銚子市桜井町３４４-１

○

○

千葉県知事許可第20002号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、舗装工事業、水道施設工事業、

○

○

神奈川県知事許可第58834号
2級建築施行管理技士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、石工事業、鋼構造物工事業、解体工事業、

○

○

青森県知事許可第1055号
【一】建築一式工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、

1級建築施行管理技士

○

○

長崎県知事許可第2329号
【一】建築一式工事業、大工工事業、石工事業、屋根工事
業、電気工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事
業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

2級建築士

105 有限会社トータルハウジン 神奈川県相模原市中央区水郷田名２-１１グ久野
２６
106 有限会社特進工業

青森県弘前市田町四丁目１番地２

107 株式会社富建

長崎県大村市富の原１丁目１５４５-１

○

108 ナイスコミュニティーサービ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３７-１０
ス株式会社
ＮＩＣハイム鶴見第一２階

109 ナイスリフォームプラザ株
式会社

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３-２-１３

110 有限会社永井建築

新潟県長岡市下山１-７７１-１９

神奈川県知事許可第83178号
1級建築士
【一】電気工事業、管工事業、
【特】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金
工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、

○

○

神奈川県知事許可第048685号
【特】建築一式工事業、

1級建築士

○

新潟県知事許可第6795号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
2級建築施行管理技士
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111 株式会社永賢組

愛知県春日井市神領町2-29-1神領ステー
ションビル１F

○

○

愛知県知事許可第12806号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク
リート工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水道施設工
事業、

112 株式会社ナカムラ

京都府京都市左京区田中飛鳥井町８３

○

○

京都府知事許可第6159号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

113 有限会社中村建設

群馬県太田市鳥山中町８４８-１

○

群馬県知事許可第9009号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

114 株式会社ナカモク

静岡県御前崎市佐倉４６８０-５６

静岡県知事許可第34221号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
1級建築施行管理技士

115 名倉建設株式会社

愛知県碧南市中山町３－２１－１

○

○

愛知県知事許可第45945号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内
装仕上工事業、

116 株式会社なごし住宅

広島県廿日市市串戸四丁目４-５１

○

○

広島県知事許可第25947号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士

117 株式会社ニロク

東京都練馬区東大泉１-２６-１２

○

○

東京都知事許可第126210号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

1級建築士

118 株式会社野口建築工業

栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生１９４２-２

○

○

栃木県知事許可第3563号
2級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と 1級建築施行管理技士
び・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、タイル・れんが・
ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、内装仕上
工事業、解体工事業、

119 株式会社ハイランドハウス 広島県広島市安佐南区山本１-１８-２３

○

○

広島県知事許可第1303号
【一】建築一式工事業、

1級建築施行管理技士
木造建築士

120 株式会社ハウゼ

新潟県見附市庄川町８７２

○

○

新潟県知事許可第21448号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

121 ハタノ木材株式会社

神奈川県相模原市緑区長竹２５８７番地

○

神奈川県知事許可第8344号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

122 有限会社八公住建

宮城県石巻市開北２-１４-１４

○

123 株式会社花坂ハウス工業 宮城県東松島市牛網字駅前１丁目６１-９

○

宮城県知事許可第11971号
2級建築士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、石工事
業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工
事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上
工事業、建具工事業、

○

宮城県知事許可第008021号
【一】解体工事業、
【特】建築一式工事業、

1級建築士
2級建築士

124 株式会社ＰａＰａ’ｓ Ｈｏｕｓ 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８-２１-１３-２
ｅ

○

○

神奈川県知事許可第79849号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

125 株式会社パルト

東京都大田区西糀谷３-９-１３

○

○

東京都知事許可第141338号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士
2級建築施行管理技士

126 坂猛建設有限会社

愛知県東海市荒尾町畑田29-1

○

○

愛知県知事許可第68028号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

127 阪和ホーム株式会社

大阪府堺市西区鳳東町７丁目８２２番１ 光
大ビル２階

128 平方木材株式会社

群馬県前橋市天川大島町１２４８

129 有限会社平山電建

岡山県高梁市有漢町有漢３３３４-１

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

○

大阪府知事許可第121778号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

群馬県知事許可第007777号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

○

○

岡山県知事許可第11265号
【一】土木一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、内
装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業、
【特】建築一式工事業、管工事業、

1級建築施行管理技士

130 株式会社ヒロプランニング 広島県広島市安佐南区祇園七丁目４番１号

○

○

広島県知事許可第30272号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
2級建築士

131 株式会社ファースト

○

○

静岡県知事許可第26347号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、屋根工事業、管工事業、鋼
構造物工事業、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業、内
装仕上工事業、水道施設工事業、

132 フェニーチェホーム南洋株 岩手県宮古市崎鍬ケ崎第１１地割１６-１９
式会社

○

岩手県知事許可第120096号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

133 株式会社フカワホーム

神奈川県横浜市都筑区東山田２-１８-４

○

神奈川県知事許可第82775号
【一】建築一式工事業、

2級建築施行管理技士

134 有限会社福島建業

群馬県藤岡市藤岡７６２-４

○

○

群馬県知事許可第20999号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

135 株式会社ふくもと

兵庫県神崎郡福崎町高岡１７９４番地の１

○

○

兵庫県知事許可第456357号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、

2級建築士

136 株式会社福本材木店

千葉県八千代市大和田新田３５５-１５

○

○

千葉県知事許可第34084号
1級建築施行管理技士
【特】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土
工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れ
んが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、ガラス工事業、塗
装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、
建具工事業、解体工事業、

137 有限会社古川工務店

京都府京都市南区八条内田町９３-６

○

○

京都府知事許可第10228号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

138 有限会社報武工務店

宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字蓬田１３-１

○

宮城県知事許可第012532号
【一】建築一式工事業、

2級建築士
1級建築施行管理技士

139 株式会社マイホームデザ
イン

宮城県仙台市太白区中田町字神明東７番
地

○

○

宮城県知事許可第18774号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

140 槙原建設株式会社

広島県府中市高木町１５７５

○

○

広島県知事許可第7540号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

141 株式会社増田コーポレー
ション

東京都東村山市野口町４-１６-９

○

○

東京都知事許可第30832号
1級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左
官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根
工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事
業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、板金工
事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上
工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、

静岡県御殿場市萩原１１８０-２

○
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142 株式会社増田材木店

鹿児島県枕崎市東鹿篭７１１６

○

○

鹿児島県知事許可第11662号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士
2級建築施行管理技士

143 松井住建

新潟県新潟市南区下塩俵１３２-１

○

○

新潟県知事許可第38811号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

144 丸尾興商株式会社

静岡県袋井市川井９８１番地

○

○

静岡県知事許可第36401号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、電気工事業、管
工事業、

1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

145 有限会社丸梶工務店

東京都武蔵村山市残堀２-３２-４

○

○

東京都知事許可第67397号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

146 丸喜製材有限会社

群馬県高崎市中室田町４６０

○

○

群馬県知事許可第20053号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

147 有限会社丸晃建設

山形県尾花沢市大字丹生１５４３-３

○

○

山形県知事許可第300571号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

148 有限会社マルコー渋谷建
築

山形県山形市大字青柳１７７８-２

○

○

山形県知事許可第100694号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

149 マルス建設株式会社

愛知県豊田市荒井町松島３６８-１

○

○

愛知県知事許可第25914号
1級建築士
【特】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー 2級建築士
ト工事業、内装仕上工事業、
1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

150 株式会社丸八工務店

千葉県旭市蛇園２９８１-３

○

151 株式会社峯村材木店

長野県千曲市大字粟佐７６０-１

○

152 株式会社未来建築工房

山梨県南都留郡山中湖村山中１０３４

153 村瀬建築株式会社

千葉県知事許可第45001号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

2級建築士

○

長野県知事許可第8775号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

1級建築士

○

○

山梨県知事許可第7755号
2級建築施行管理技士
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、石工事
業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工
事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上
工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、

岐阜県岐阜市加野４-２７-１８

○

○

岐阜県知事許可第12641号
1級建築士
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、とび・土工・コンク 1級建築施行管理技士
リート工事業、

154 望月建設株式会社

東京都大田区羽田６-１-１８

○

○

東京都知事許可第38179号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

155 有限会社元澤工務店

東京都江戸川区江戸川１丁目１７番地３７号

○

○

東京都知事許可第81766号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

156 有限会社森田工務店

千葉県印西市大森３３９１

○

○

千葉県知事許可第42039号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士
2級建築士

157 有限会社山川工務店

埼玉県熊谷市桜町２-４-２９

○

○

埼玉県知事許可第5383号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

158 株式会社山岸工務店

東京都北区志茂１-２５-１４

○

○

東京都知事許可第21492号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

159 株式会社山口住建工業

長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１４４５１

160 株式会社ヤマセイ

愛知県岡崎市上三ッ木町字清口８番地

161 株式会社山大

宮城県石巻市潮見町２-３

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

長崎県知事許可第3663号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、管
工事業、水道施設工事業、

1級建築施行管理技士
2級建築施行管理技士

○

愛知県知事許可第64829号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、防水工事業、建具工事業、

2級建築士

○

○

宮城県知事許可第12718号
【特】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

1級建築士

162 山根木材リモデリング株式 広島県広島市南区出島１丁目２１-１５
会社

○

○

広島県知事許可第34353号
【特】建築一式工事業、

1級建築士

163 山の瀧澤建設

長野県千曲市鋳物師屋２１９-３

○

○

長野県知事許可第17193号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

2級建築士

164 山松木材株式会社

新潟県三条市直江町４-１０-１５

○

○

新潟県知事許可第42205号
【一】建築一式工事業、

2級建築士

165 株式会社ヤマヨセンター

山梨県南都留郡忍野村内野４７５０

○

○

山梨県知事許可第8719号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

166 株式会社ユニハウス

岩手県奥州市水沢区佐倉河字前田３５番地
３

○

○

岩手県知事許可第60184号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

167 株式会社由健

東京都墨田区錦糸４-３-６

○

東京都知事許可第103015号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

2級建築施行管理技士

168 株式会社吉澤建設工業

埼玉県飯能市青木３４-２

○

○

埼玉県知事許可第3156号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

2級建築士
1級建築施行管理技士

169 株式会社リード

千葉県銚子市新生町2丁目9番地10

○

○

千葉県知事許可第42884号
2級建築施行管理技士
【一】建築一式工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリー
ト工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック
工事業、内装仕上工事業、

170 株式会社Ｒｅｂｏｒｎ

長野県長野市稲里町田牧１３２７番地７

○

○

長野県知事許可第24801号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・
れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事
業、

1級建築士

171 株式会社隆星建設

静岡県磐田市下神増１０８２番地

○

○

静岡県知事許可第17374号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、

2級建築士

172 有限会社良工組

愛知県名古屋市西区江向町６-２４

○

○

愛知県知事許可第8339号
1級建築士
【一】大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工 2級建築士
事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、
鉄筋工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、
建具工事業、

173 レモンホーム株式会社

神奈川県平塚市山下１０７８-１

○

○

国土交通大臣許可第26235号
【一】建築一式工事業、

1級建築士

174 株式会社Ｙ・Ｙ工房

山形県米沢市駅前２-４-２６

○

○

山形県知事許可第500982号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
1級建築施行管理技士

○

○
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番号

氏名又は名称

主たる事務所又は
事業所の所在地

175 株式会社若杉建設

福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６９-２

176 我妻建材工業株式会社

山形県米沢市城西２-３-６４

177 株式会社渡部工務店

東京都足立区小台２-３４-５

請け負う住宅リフォーム工事の種類
マンション 構造・防水 内装・設備
共用部分修 含む戸建ﾘﾌ
工事
繕
ｫｰﾑ工事

○

○

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
建築施工管理技士

○

福岡県知事許可第044426号
2級建築士
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、と
び・土工・コンクリート工事業、石工事業、タイル・れんが・ブ
ロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事
業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工
事業、建具工事業、水道施設工事業、

○

山形県知事許可第500340号
【一】大工工事業、内装仕上工事業、

2級建築士

○

東京都知事許可第1424号
【一】建築一式工事業、

1級建築士
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