
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
会員数： 239 2023年4月13日現在

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

マンション共
用部分修繕

構造・防水
含む戸建ﾘﾌ
ｫｰﾑ工事

内装・設備
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

2級建築士兵庫県知事許可第651546号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○兵庫県美方郡新温泉町三谷８６-５株式会社ＩＭＫ．ＳＴＹＬＥｱ

1級建築士大阪府知事許可第104820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、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、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、
解体工事業、

○○○大阪府堺市東区白鷺町1丁目5番1号株式会社アイ建設

2級建築士長崎県知事許可第12864号
【一】建築一式工事業、

○○長崎県大村市杭出津１-５４４-１株式会社アイディアル

2級建築施工管理技士鳥取県知事許可第7382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、

○○鳥取県鳥取市叶１４２-５株式会社アイホームズ

2級建築士
1級建築施工管理技士

富山県知事許可第14158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、

○○富山県富山市山室荒屋８１番地アウルウイング

2級建築士東京都知事許可第104977号
【一】建築一式工事業、

○○東京都世田谷区新町２-８-６青木工務店

2級建築士埼玉県知事許可第32778号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

○○○埼玉県東松山市上唐子１５２１-１１株式会社青木工務店

2級建築士長野県知事許可第9620号
【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、

○○長野県須坂市大字米持238株式会社青木ハウジング

2級建築施工管理技士三重県知事許可第1943号
【一】建築一式工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕
上工事業、

○○三重県津市高茶屋小森上野町２７９３-８旭建材株式会社

1級建築士愛知県知事許可第64857号
【一】建築一式工事業、

○○愛知県岡崎市井田町稲場２-５株式会社アトリエプラス

2級建築士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、

○○○神奈川県横浜市鶴見区駒岡２丁目６番２８号株式会社アベニール

2級建築士福島県知事許可第9407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、
【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、

○○福島県福島市北沢又字上日行壇３-６株式会社アポロガス

1級建築士東京都知事許可第76857号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○東京都八王子市石川町２６１０有限会社新井建設

2級建築士埼玉県知事許可第35967号
【一】建築一式工事業、

○○埼玉県熊谷市玉井１４５５有限会社新井建築事務所
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建築士又は
建築施工管理技士

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、

○○○埼玉県所沢市南永井３７-２０有限会社新井武雄工務店ｱ

2級建築士埼玉県知事許可第22884号
【一】建築一式工事業、

○○埼玉県富士見市水子３６３３-２株式会社荒引工務店

2級建築士埼玉県知事許可第63458号
【一】建築一式工事業、

○○○埼玉県所沢市小手指町３-３１-２０有限会社アルクハウジン
グ

2級建築士
2級建築施工管理技士

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、

○○三重県津市修成町１８-２８株式会社アルフレッシュ

2級建築士
1級建築施工管理技士

大阪府知事許可第149585号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、解体工
事業、

○○大阪府大阪市鶴見区浜２-５-５株式会社アルフレンテ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

愛知県知事許可第45588号
【特】建築一式工事業、

○○愛知県安城市横山町八左１２６-５株式会社安水建設

1級建築士
1級建築施工管理技士

神奈川県知事許可第44767号
【一】建築一式工事業、

○○○神奈川県海老名市門沢橋3-17-11株式会社井口住研ｲ

2級建築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、

○○○千葉県旭市ニ-１７１０株式会社石川商会住宅機
材

2級建築士愛知県知事許可第33466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、

○○○愛知県名古屋市緑区桃山２-１２０株式会社石成建設

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、

○○神奈川県相模原市緑区相原５-１２-１石橋ホーム資材株式会社

2級建築士大阪府知事許可第154585号
【一】建築一式工事業、大工工事業、塗装工事業、

○○大阪府堺市南区大庭寺９２１-１-２１株式会社イズテック

1級建築士
2級建築士

熊本県知事許可第1682号
【一】土木一式工事業、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、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、

○熊本県山鹿市鹿北町芋生４１０５-１有限会社稲葉工務店

1級建築士愛知県知事許可第36304号
【特】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、

○○○愛知県刈谷市高倉町6丁目210　1F株式会社井上商会

2級建築士福岡県知事許可第112005号
【一】建築一式工事業、

○○福岡県三潴郡大木町前牟田３９７株式会社今村建設

1級建築士
1級建築施工管理技士

愛知県知事許可第50829号
【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、

○○愛知県一宮市八町通２-４株式会社いわいハウジン
グ
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建築士又は
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2級建築士
2級建築施工管理技士

東京都知事許可第134914号
【一】建築一式工事業、

○○東京都青梅市千ヶ瀬町３-４１２岩田工務店ｲ

2級建築士京都府知事許可第24935号
【一】建築一式工事業、ガラス工事業、建具工事業、

○○京都府綾部市位田町岩井６３番地株式会社ウエハラｳ

1級建築士新潟県知事許可第38629号
【一】建築一式工事業、

○○新潟県上越市黒井２５４８-２株式会社内山ホーム

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

国土交通大臣許可第26657号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○千葉県船橋市豊富町７１８番地有限会社ウッディ伊藤

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

千葉県知事許可第32930号
【一】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、
【特】建築一式工事業、

○○○千葉県千葉市稲毛区長沼原町２８６-１株式会社ウッディホーム

2級建築士
2級建築施工管理技士

福岡県知事許可第94202号
【一】建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事
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、

○○福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３-４-２８有限会社エービーエスｴ

1級建築士
2級建築士

静岡県知事許可第31443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、

○○静岡県富士市中里２５９１-１０エコフィールド株式会社

1級建築士埼玉県知事許可第50561号
【一】建築一式工事業、

○埼玉県川口市芝新町４-１８第一貢友ビル３Ｆ株式会社エスケー住建

2級建築士
2級建築施工管理技士

福岡県知事許可第90694号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、

○○福岡県八女市高塚１３５-１有限会社江田建設

2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、

○○大分県豊後高田市羽根３２７７-１株式会社榎本建築

1級建築士
2級建築施工管理技士

大阪府知事許可第144138号
【一】建築一式工事業、

○○大阪府三島郡島本町水無瀬１-１５-１４株式会社エムケイワン

1級建築施工管理技士千葉県知事許可第30701号
【特】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、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具
工事業、解体工事業、

○○○千葉県船橋市飯山満町２-４８８-８１株式会社大嶋建設興業ｵ

1級建築士東京都知事許可第989号
【一】建築一式工事業、

○○東京都足立区西保木間２-７-２２株式会社太田工務店

2級建築士福島県知事許可第17696号
【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、

○○福島県郡山市安積町日出山２-２１-１株式会社大原工務店

2級建築士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、

○○神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷２-４３-１３株式会社大船住研
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建築士又は
建築施工管理技士

1級建築士愛知県知事許可第100392号
【一】建築一式工事業、

○○愛知県名古屋市緑区潮見万場山２-８０６株式会社オームラ設計ｵ

1級建築施工管理技士埼玉県知事許可第2513号
【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、

○○○埼玉県秩父郡皆野町皆野３１-５株式会社岡田工務店

2級建築士
1級建築施工管理技士

広島県知事許可第3770号
【一】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、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、解体工事業、

○○広島県広島市東区牛田中一丁目7番7株式会社岡田工務店

1級建築士広島県知事許可第15908号
【特】建築一式工事業、

○○○広島県福山市南松永町１-１６-１３株式会社オキ

2級建築士長野県知事許可第22120号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○長野県木曽郡大桑村野尻４５０-１奥野建築

1級建築士
1級建築施工管理技士

群馬県知事許可第18687号
【一】建築一式工事業、

○○群馬県沼田市上久屋町１３６２-２２有限会社小倉住建

2級建築士山梨県知事許可第5380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、

○○山梨県北杜市大泉町西井出８２４０-２６７４株式会社長田工務店

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

東京都知事許可第18304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、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、解体工事業、

○○○東京都日野市多摩平５-５-５株式会社長田工務店

2級建築士
2級建築施工管理技士

神奈川県知事許可第13265号
【一】建築一式工事業、

○神奈川県小田原市南鴨宮１-１６-１４-１有限会社おしうみ建築

2級建築士千葉県知事許可第28177号
【一】建築一式工事業、

○○千葉県佐倉市上志津１０６１-３株式会社オダ建設

1級建築士
2級建築士

愛知県知事許可第44713号
【特】建築一式工事業、内装仕上工事業、

○○愛知県岡崎市吹矢町８８株式会社カーザミカワｶ

2級建築士広島県知事許可第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、

○○○広島県広島市中区西川口町１１-１９-６０２有限会社カツタテック

2級建築士東京都知事許可第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、

○東京都立川市栄町２-２４-１６有限会社カディス

1級建築士埼玉県知事許可第68902号
【一】建築一式工事業、

○○埼玉県入間市二本木１１８５-１株式会社カトウ工務店

2級建築士神奈川県知事許可第70547号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県厚木市寿町3丁目10番3号神奈川アメニックス株式会
社

2級建築士神奈川県知事許可第70482号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県座間市小松原１-２２-８株式会社カナモク
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建築士又は
建築施工管理技士

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

埼玉県知事許可第67098号
【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、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、解体工事業、

○○埼玉県深谷市大谷１０９９-３株式会社カネコホームｶ

1級建築士
2級建築士

千葉県知事許可第22160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、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、

○○千葉県銚子市松岸見晴台２６５９-１金島建設株式会社

1級建築士東京都知事許可第3914号
【特】建築一式工事業、内装仕上工事業、

○○○東京都中野区中央3丁目22-5かね長桜建設株式会社

1級建築士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、

○○神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３６-１菊池建設株式会社ｷ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

三重県知事許可第13484号
【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、

○○三重県松阪市新町９９５有限会社北山建築

1級建築士群馬県知事許可第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、

○○群馬県桐生市新里町新川１７１草処建設株式会社ｸ

1級建築士
2級建築士

千葉県知事許可第008854号
【一】建築一式工事業、

○○千葉県香取市佐原ホ１１５９有限会社クサノ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

愛知県知事許可第29029号
【一】大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、
管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、内装
仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業、
【特】土木一式工事業、建築一式工事業、塗装工事業、防水工
事業、

○○○愛知県丹羽郡大口町河北２-１０４熊沢建設株式会社

1級建築士
1級建築施工管理技士

長野県知事許可第2165号
【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、解体工事業、

○○長野県長野市松代町松代１４９５栗林建設有限会社

1級建築士国土交通大臣許可第862号
【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、

○○佐賀県伊万里市松島町１００-１黒木建設株式会社
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建築士又は
建築施工管理技士

2級建築士長崎県知事許可第11711号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○○長崎県諫早市栄田町２０-３１株式会社クロダｸ

2級建築士滋賀県知事許可第22757号
【一】建築一式工事業、大工工事業、熱絶縁工事業、

○滋賀県栗東市御園２０２７-２株式会社黒田住建

2級建築士東京都知事許可第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、

○○○東京都町田市南成瀬４-１-１６ＫＭ工房株式会社ｹ

2級建築士兵庫県知事許可第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、

○○兵庫県加古郡播磨町南大中２-１-９株式会社ケーアイリビング

2級建築士静岡県知事許可第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、

○○静岡県沼津市今沢４９０-２９株式会社元気

2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

京都府知事許可第39746号
【一】建築一式工事業、

○○京都府京都市右京区鳴滝泉殿町９-５有限会社洪水製材所ｺ

1級建築士福島県知事許可第17033号
【一】建築一式工事業、

○○福島県本宮市糠沢字八幡1-1有限会社幸田建設

2級建築士東京都知事許可第133953号
【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、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、

○○東京都東村山市本町２-１３-１８株式会社河野工務店

2級建築士
2級建築施工管理技士

福島県知事許可第17561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、板金工事業、防水工事業、内装仕上工事
業、建具工事業、

○○福島県郡山市日和田町字原１２光和建材株式会社

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

国土交通大臣許可第20492号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○岐阜県中津川市千旦林４４６株式会社広和木材

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

東京都知事許可第24129号
【特】建築一式工事業、大工工事業、鋼構造物工事業、内装仕
上工事業、

○○○東京都小金井市前原町５-８-１５株式会社小嶋工務店

2級建築士東京都知事許可第033809号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

○○○東京都西東京市富士町４-５-１２株式会社小菅工務店

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

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、

○○新潟県長岡市白鳥町３８２番地株式会社古西屋

1級建築士埼玉県知事許可第11105号
【一】建築一式工事業、

○○○埼玉県蓮田市南新宿９４８-３株式会社小森工務店

2級建築士東京都知事許可第110996号
【一】建築一式工事業、

○○○東京都東村山市美住町2-18-42有限会社小山建築
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建築士又は
建築施工管理技士

1級建築士
2級建築士

埼玉県知事許可第67513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、

○○○埼玉県三郷市彦川戸１-２９８-４株式会社埼玉菅谷材木店ｻ

1級建築施工管理技士三重県知事許可第2214号
【一】建築一式工事業、

○○三重県松阪市嬉野町１４６５斎藤建設株式会社

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

東京都知事許可第80992号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

○○東京都多摩市東寺方１-２０-１株式会社斉藤工務店

1級建築士愛媛県知事許可第14859号
【一】建築一式工事業、

○○愛媛県西予市明浜町渡江943-1酒井建設

1級建築士愛知県知事許可第41527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、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、

○○愛知県丹羽郡大口町上小口１-２６３番地株式会社酒井建築

2級建築施工管理技士愛知県知事許可第49456号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○愛知県春日井市八田町６-１８-１３坂井ホーム株式会社

1級建築士
2級建築士

長野県知事許可第16115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、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、

○○長野県長野市篠ノ井西寺尾２７７２-１坂田木材株式会社

2級建築士神奈川県知事許可第27205号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県横浜市港北区綱島東４-１-２７有限会社坂田木材住宅

1級建築士
2級建築士

新潟県知事許可第12457号
【特】建築一式工事業、大工工事業、

○○新潟県阿賀野市保田３８５８株式会社坂詰製材所

1級建築士
2級建築士

千葉県知事許可第023514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、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、

○○○千葉県佐倉市上志津１７９０-１さくら住建株式会社

2級建築施工管理技士神奈川県知事許可第74292号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県相模原市中央区星が丘１-１-２２成和
スカイハイツ星ヶ丘１０３

有限会社サクラリビング

2級建築士
2級建築施工管理技士

東京都知事許可第95170号
【一】建築一式工事業、

○○東京都八王子市犬目町１０６-１０有限会社佐々木住建

2級建築士神奈川県知事許可第69602号
【一】建築一式工事業、

○○○神奈川県相模原市南区新磯野１-１８-５座間木工有限会社

2級建築士
1級建築施工管理技士

三重県知事許可第12352号
【一】建築一式工事業、

○○三重県亀山市加太中在家８０３２-１三栄林産株式会社

1級建築士
2級建築士

香川県知事許可第4947号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、

○○香川県観音寺市植田町１７１３-１株式会社三協

2級建築士岡山県知事許可第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、

○○○岡山県倉敷市宮前３５-１三協住宅サービス株式会
社

7/17 ページ



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

マンション共
用部分修繕

構造・防水
含む戸建ﾘﾌ
ｫｰﾑ工事

内装・設備
工事

建設業許可
(許可番号・許可種別)

建築士又は
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2級建築士神奈川県知事許可第66641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、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、

○○神奈川県小田原市久野３０６７株式会社三心ｻ

2級建築士徳島県知事許可第5172号
【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、建具工
事業、

○○徳島県徳島市東沖洲２-１６-３株式会社三友

2級建築士熊本県知事許可第18279号
【一】建築一式工事業、

○○熊本県熊本市北区植木町植木６２５　植木Ｈビ
ル　１階

シーズグロースアーキテク
ト株式会社

ｼ

1級建築士
1級建築施工管理技士

埼玉県知事許可第57354号
【一】建築一式工事業、

○○埼玉県さいたま市南区文蔵２-６-１９株式会社シバタホームズ

2級建築士愛知県知事許可第31677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、

○○愛知県名古屋市守山区新守山４０２番地島建築株式会社

1級建築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、

○○山梨県韮崎市藤井北下條１９０４志村建設株式会社

2級建築士長野県知事許可第16969号
【一】大工工事業、

○○長野県松本市筑摩１-１６-２３株式会社シャーロックホー
ムズ

1級建築士千葉県知事許可第20108号
【一】建築一式工事業、

○○千葉県印旛郡栄町安食２４２１-８７株式会社住工房スタイル

1級建築施工管理技士広島県知事許可第15683号
【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、

○○○広島県広島市西区田方３丁目７２２-４有限会社勝栄工務店

1級建築士新潟県知事許可第10940号
【特】建築一式工事業、

○○新潟県上越市新光町１-１-７上越木材興業株式会社

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

富山県知事許可第13652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、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、水道
施設工事業、

○○富山県南砺市高堀３３０番地株式会社城宝工務店

1級建築士
1級建築施工管理技士

埼玉県知事許可第52320号
【一】建築一式工事業、

○○○埼玉県川口市仲町１６-１１有限会社白山工業

1級建築施工管理技士鳥取県知事許可第166号
【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、

○○鳥取県鳥取市千代水１-１-１新興建設株式会社

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、

○○○愛知県半田市州の崎町２-２２６株式会社シンホリ

2級建築士静岡県知事許可第31766号
【一】建築一式工事業、

○○静岡県浜松市東区和田町８６４-１鈴木建築ｽ
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建築士又は
建築施工管理技士

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

静岡県知事許可第463号
【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、

○○静岡県袋井市湊２７２-１株式会社鈴木工務店ｽ

1級建築士岩手県知事許可第60177号
【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、

○○岩手県奥州市水沢区神明町２-４-１株式会社スマイヴ

2級建築士神奈川県知事許可第81840号
【一】建築一式工事業、

○○○神奈川県横須賀市公郷町４-８-７株式会社住まい工房

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

岡山県知事許可第012898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、屋根工事業、電気工事業、管工事業、
鋼構造物工事業、舗装工事業、板金工事業、塗装工事業、防
水工事業、内装仕上工事業、造園工事業、建具工事業、

○○岡山県倉敷市東塚１-１１-１７角田住宅株式会社

2級建築士福岡県知事許可第103902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、屋根工事業、電気工事業、タイル・れん
が・ブロック工事業、舗装工事業、内装仕上工事業、

○○○福岡県行橋市大字下検地１７４-３株式会社総合企画光ｿ

1級建築士長野県知事許可第2770号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○○長野県長野市川中島町原５２０株式会社総合建設西沢商
会

2級建築士
2級建築施工管理技士

長野県知事許可第1485号
【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、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創成工業株式会社

2級建築施工管理技士栃木県知事許可第19092号
【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、舗装工事業、

○○栃木県栃木市岩舟町曲ケ島１８０６番地４株式会社ソエル

1級建築士
2級建築士
2級建築施工管理技士

岐阜県知事許可第600472号
【一】建築一式工事業、

○○岐阜県多治見市豊岡町１-８９株式会社曽根材木店

2級建築士広島県知事許可第1798号
【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、

○○○広島県広島市安佐南区西原３丁目１３番１２号株式会社大喜ﾀ

1級建築士東京都知事許可第21245号
【特】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

○○○東京都北区豊島７丁目５番２号株式会社大幸工務店

1級建築士
1級建築施工管理技士

千葉県知事許可第53199号
【一】建築一式工事業、

○○千葉県いすみ市大原１１２１４-８大宗工務店

1級建築士
2級建築士

新潟県知事許可第46421号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○新潟県南魚沼市長森６９３番地２株式会社大登建築
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建築士又は
建築施工管理技士

1級建築士
2級建築士

福岡県知事許可第92386号
【一】建築一式工事業、屋根工事業、管工事業、内装仕上工事
業、

○○○福岡県福岡市中央区大手門３丁目１４-２３タ゛イ
ニチ大手門ヒ゛ル

株式会社ダイニチﾀ

1級建築士
2級建築士

広島県知事許可第17659号
【一】建築一式工事業、

○○広島県福山市霞町３丁目３番１号大福ホーム株式会社

2級建築士静岡県知事許可第18966号
【一】建築一式工事業、

○○静岡県磐田市刑部島２６２-１有限会社高木建設

木造建築士北海道知事許可第03263号
【一】建築一式工事業、

○○北海道伊達市舟岡町３５１-５高木建設株式会社

1級建築士
2級建築士

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、

○○○東京都小金井市本町１-１２-６株式会社タカキホーム

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

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、

○○○兵庫県養父市薮崎１０５１高柴商事株式会社

2級建築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、

○○○愛知県名古屋市西区菊井二丁目６番２０号仲島
ビル２０２号

有限会社タカツプランニン
グ

2級建築士神奈川県知事許可第53128号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県小田原市寿町３-１-３９竹広林業株式会社

1級建築士三重県知事許可第4919号
【一】建築一式工事業、

○○三重県桑名市多度町多度７９３多度製材有限会社

2級建築士東京都知事許可第101590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、

○○東京都府中市宮町３-１８-３有限会社田中住建

2級建築施工管理技士栃木県知事許可第20143号
【一】建築一式工事業、

○○○栃木県宇都宮市問屋町３４２６-１９有限会社田二建築工業

2級建築士神奈川県知事許可第89270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、

○○神奈川県藤沢市石川１-２０-１２株式会社達磨リフォーム

1級建築施工管理技士愛知県知事許可第68119号
【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、

○○○愛知県東海市加木屋町樋６１番地３チタジュウ建材株式会社ﾁ

2級建築士山梨県知事許可第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、

○○山梨県甲府市相生１-１６-１５中央ベニヤ株式会社

2級建築士神奈川県知事許可第42780号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷２-８-６６株式会社辻本工務店ﾂ

1級建築士
1級建築施工管理技士

東京都知事許可第23244号
【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、

○○東京都江戸川区南篠崎町2-45-13有限会社津端建設
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建築士又は
建築施工管理技士

2級建築施工管理技士東京都知事許可第142800号
【一】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、

○○○東京都多摩市永山１-１５-１１Ｔ・Ｍ・Ｃ株式会社ﾃ

1級建築士福岡県知事許可第101493号
【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、

○○福岡県久留米市荒木町白口１１番地１鐵舟株式会社

2級建築士
2級建築施工管理技士

静岡県知事許可第34256号
【一】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、

○○静岡県駿東郡清水町徳倉１７８３-２株式会社寺﨑創建

1級建築士群馬県知事許可第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、

○○○群馬県安中市安中２丁目１１番２９号寺田建設株式会社

1級建築士
2級建築士

東京都知事許可第84860号
【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、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、

○○○東京都練馬区高松３-１８-２６株式会社東都ホームﾄ

1級建築士埼玉県知事許可第037700号
【一】建築一式工事業、電気工事業、

○○○埼玉県加須市三俣１丁目３２番地９株式会社東武ニューハウ
ス

1級建築士千葉県知事許可第20002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、舗装工事業、水道施設工事業、

○○千葉県銚子市桜井町３４４-１東和建設株式会社

2級建築施工管理技士東京都知事許可第68703号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○東京都大田区東糀谷２-６-１７株式会社トーイツ

1級建築施工管理技士青森県知事許可第1055号
【一】建築一式工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、

○○○青森県弘前市田町四丁目１番地２有限会社特進工業

1級建築士
2級建築士

国土交通大臣許可第27871号
【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、解体工事業、

○○神奈川県横浜市鶴見区豊岡町21-9ナイス(株)住宅事業本部リ
フォーム営業部

ﾅ

2級建築士
2級建築施工管理技士

新潟県知事許可第6795号
【一】建築一式工事業、

○○新潟県長岡市下山１-７７１-１９有限会社永井建築

2級建築施工管理技士青森県知事許可第300552号
【一】建築一式工事業、管工事業、

○○青森県三戸郡五戸町切谷内菖蒲川上谷地２７-
１

中里石油株式会社

2級建築士東京都知事許可第41912号
【一】建築一式工事業、

○○東京都青梅市藤橋３-５-８株式会社中島工務店

1級建築士神奈川県知事許可第79175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、

○○神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１７８８株式会社中島商店
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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

1級建築士京都府知事許可第6159号
【一】建築一式工事業、

○○京都府京都市左京区田中飛鳥井町８３株式会社ナカムラﾅ

1級建築士
2級建築士

東京都知事許可第41214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、

○○○東京都東村山市秋津町3-4-8株式会社中村工務店

2級建築士
1級建築施工管理技士

静岡県知事許可第34221号
【一】建築一式工事業、

○○静岡県御前崎市佐倉４６８０-５６株式会社ナカモク

2級建築士愛知県知事許可第45945号
【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、

○○愛知県碧南市中山町２-３２-１名倉建設株式会社

1級建築士
2級建築士

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、

○○広島県廿日市市串戸四丁目４-５１株式会社なごし住宅

2級建築士
木造建築士

富山県知事許可第11171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、

○○富山県氷見市伊勢大町２-２-９有限会社西川建築ﾆ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

岐阜県知事許可第13066号
【一】土木一式工事業、
【特】建築一式工事業、

○○岐阜県恵那市大井町１０５８-１株式会社日伸建設

1級建築施工管理技士
木造建築士

広島県知事許可第1303号
【一】建築一式工事業、

○○○広島県広島市安佐南区山本１-１８-２３株式会社ハイランド・ハウ
ス

ﾊ

2級建築士岐阜県知事許可第13110号
【一】建築一式工事業、

○○○岐阜県各務原市鵜沼西町3-309イオンタウン各
務原鵜沼内

株式会社橋本

2級建築士神奈川県知事許可第8344号
【一】建築一式工事業、

○○神奈川県相模原市緑区長竹２５８７番地ハタノ木材株式会社

2級建築士宮城県知事許可第11971号
【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、

○○○宮城県石巻市開北２-１４-１４有限会社八公住建

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

岐阜県知事許可第9076号
【一】建築一式工事業、

○○岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３２８５株式会社花村材木店

2級建築士神奈川県知事許可第79849号
【一】建築一式工事業、

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

2級建築士愛知県知事許可第68028号
【一】建築一式工事業、

○○○愛知県東海市荒尾町畑田29-1坂猛建設有限会社

2級建築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、

○○○大阪府泉大津市東豊中町３丁目１０-６阪和ホーム株式会社

2級建築士
2級建築施工管理技士

福岡県知事許可第53665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、

○○○福岡県福岡市西区飯氏９３５-６株式会社ビー・エイド中西ﾋ
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建築士又は
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1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

群馬県知事許可第007777号
【一】建築一式工事業、

○○○群馬県前橋市天川大島町１２４８平方木材株式会社ﾋ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

岐阜県知事許可第13936号
【特】建築一式工事業、

○○岐阜県関市迫間４０４番地平田建設株式会社

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

広島県知事許可第30272号
【一】建築一式工事業、

○○○広島県広島市安佐南区祇園七丁目４番１号株式会社ヒロプランニング

1級建築士静岡県知事許可第26347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、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、

○○○静岡県御殿場市萩原１１８０-２株式会社ファーストﾌ

1級建築士
2級建築士

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、

○岩手県宮古市金浜第７地割８-１　３階フェニーチェホーム南洋株
式会社

2級建築士
1級建築施工管理技士

愛知県知事許可第57929号
【一】建築一式工事業、

○○○愛知県安城市東端町山ノ神７７深津建築

2級建築士群馬県知事許可第20999号
【一】建築一式工事業、

○○群馬県藤岡市神田１１６７番有限会社福島建業

2級建築士兵庫県知事許可第456357号
【一】土木一式工事業、建築一式工事業、

○○兵庫県神崎郡福崎町高岡１７９４番地の１株式会社ふくもと

1級建築施工管理技士千葉県知事許可第34084号
【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、

○○○千葉県八千代市大和田新田３５５-１５株式会社福本材木店

2級建築施工管理技士兵庫県知事許可第461606号
【一】建築一式工事業、塗装工事業、

○○兵庫県姫路市西今宿２-４２０-２株式会社フナモコーポレー
ション

1級建築士京都府知事許可第10228号
【一】建築一式工事業、

○○○京都府京都市南区八条内田町９３-６有限会社古川工務店

2級建築士
1級建築施工管理技士

宮城県知事許可第012532号
【一】建築一式工事業、

○○宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字蓬田１３-１有限会社報武工務店ﾎ

2級建築士
1級建築施工管理技士

石川県知事許可第18331号
【一】建築一式工事業、

○○○石川県小松市園町ハ９６-１Ｔ．ｐｌａｃｅビル２階Ｃ
号

株式会社北都建設

1級建築士
1級建築施工管理技士

東京都知事許可第9683号
【特】建築一式工事業、

○○○東京都北区田端４丁目２番５-１０１号北都建設株式会社

2級建築士宮城県知事許可第18774号
【一】建築一式工事業、

○○○宮城県仙台市太白区中田町字神明東７番地株式会社マイホームデザ
イン

ﾏ

1級建築士広島県知事許可第7540号
【一】建築一式工事業、

○○広島県府中市高木町１５７５槙原建設株式会社

13/17 ページ



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

マンション共
用部分修繕

構造・防水
含む戸建ﾘﾌ
ｫｰﾑ工事

内装・設備
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

1級建築士東京都知事許可第30832号
【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、

○○○東京都東村山市野口町４-１６-９株式会社増田コーポレー
ション

ﾏ

2級建築士
2級建築施工管理技士

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、

○○鹿児島県枕崎市東鹿篭７１１６株式会社増田材木店

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

島根県知事許可第9326号
【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、
管工事業、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、

○○島根県仁多郡奥出雲町大呂４５１-１株式会社松崎建築

2級建築士神奈川県知事許可第65118号
【一】建築一式工事業、内装仕上工事業、
【特】

○○神奈川県川崎市高津区坂戸３-６-１サンエト
ワール１Ｆ

株式会社マツドリフォーム

2級建築士東京都知事許可第148809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、

○○東京都青梅市黒沢２-１２４６丸伊建設

2級建築士愛知県知事許可第54265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、

○○愛知県岡崎市奥殿町字天王下２４番地２有限会社丸市住宅建設

1級建築施工管理技士静岡県知事許可第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、

○○静岡県袋井市川井９８１番地丸尾興商株式会社

1級建築士東京都知事許可第67397号
【一】建築一式工事業、

○○東京都武蔵村山市残堀２-３２-４有限会社丸梶工務店

群馬県知事許可第20053号
【一】建築一式工事業、

○○群馬県高崎市中室田町４６０株式会社マルキ

1級建築士山形県知事許可第300571号
【一】建築一式工事業、

○○山形県尾花沢市大字丹生１５４３-３有限会社丸晃建設

2級建築士山形県知事許可第100694号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

○○山形県山形市大字青柳１７７８-２有限会社マルコー渋谷建
築

1級建築施工管理技士千葉県知事許可第7869号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○千葉県八街市根古谷３２６丸信建設有限会社

1級建築士
2級建築士
2級建築施工管理技士

東京都知事許可第63790号
【一】建築一式工事業、

○○○東京都東村山市栄町１-３-６０清水ビル２０１株式会社丸清

2級建築施工管理技士長野県知事許可第21984号
【一】建築一式工事業、

○○長野県松本市新村２０６４番地マルセイ住宅有限会社

2級建築士千葉県知事許可第45001号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

○○千葉県旭市蛇園２９８１-３株式会社丸八工務店
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建築士又は
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2級建築士
2級建築施工管理技士

京都府知事許可第18639号
【一】建築一式工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、建具工
事業、

○○○京都府京丹後市網野町網野７４７まるふく産商株式会社ﾏ

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

長崎県知事許可第5935号
【一】建築一式工事業、大工工事業、屋根工事業、塗装工事
業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、

○○長崎県諫早市森山町杉谷108-1有限会社ミウラ美装ﾐ

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

埼玉県知事許可第30138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、解体工事業、

○○○埼玉県ふじみ野市築地１-２-１３宮建ハウジング株式会社

1級建築士
2級建築施工管理技士

福井県知事許可第8444号
【一】建築一式工事業、大工工事業、内装仕上工事業、

○○福井県福井市羽水３丁目１１０番地株式会社メート工房ﾒ

1級建築士東京都知事許可第38179号
【一】建築一式工事業、

○○○東京都大田区羽田６-１-１８望月建設株式会社ﾓ

1級建築士東京都知事許可第81766号
【一】建築一式工事業、

○○東京都江戸川区江戸川１丁目３１番地２６号有限会社元澤工務店

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

愛媛県知事許可第9954号
【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、解体工事業、

○○○愛媛県宇和島市中沢町２-４-３１有限会社森川建設

1級建築士
2級建築士

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、

○○千葉県印西市大森３３９１有限会社森田工務店

1級建築士埼玉県知事許可第5383号
【一】建築一式工事業、

○○○埼玉県熊谷市桜町２-４-２９有限会社山川工務店ﾔ

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

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、

○○長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１４４５-１株式会社山口住建工業

2級建築士石川県知事許可第14035号
【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、しゆんせつ工事業、造園工事業、水道
施設工事業、

○○○石川県かほく市横山タ１３-１２有限会社山越建設

1級建築士
2級建築施工管理技士

石川県知事許可第17920号
【一】建築一式工事業、左官工事業、管工事業、

○○石川県輪島市大野町糸作８３-５山下住宅

1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、

○○宮城県石巻市潮見町２-３株式会社山大

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士

鳥取県知事許可第3404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、屋根工事業、電気工事業、管工事業、
舗装工事業、板金工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕
上工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体
工事業、

○○鳥取県鳥取市千代水２丁目１３０番地株式会社ヤマタホーム
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1級建築士広島県知事許可第34353号
【特】建築一式工事業、

○○○広島県広島市南区出島１丁目２１-１５山根木材リモデリング株式
会社

ﾔ

1級建築士
2級建築士

岡山県知事許可第11837号
【一】建築一式工事業、

○○○岡山県玉野市田井３-２０-２８株式会社ヤマホン

2級建築士新潟県知事許可第42205号
【一】建築一式工事業、

○○○新潟県三条市直江町４-１０-１５山松木材株式会社

1級建築士
2級建築士
1級建築施工管理技士

国土交通大臣許可第15759号
【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、解体工事業、

○○○山形県新庄市福田７１１-６株式会社ヤマムラ

1級建築士
2級建築士

埼玉県知事許可第12894号
【一】建築一式工事業、

○○埼玉県上尾市本町６-１１-４７山屋産業株式会社

2級建築士山梨県知事許可第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、

○○○山梨県南都留郡忍野村内野４７５０株式会社ヤマヨセンター

2級建築士岩手県知事許可第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、

○○岩手県奥州市水沢佐倉河字前田３５番地３株式会社ユニハウスﾕ

2級建築施工管理技士東京都知事許可第103015号
【一】建築一式工事業、とび・土工・コンクリート工事業、

○○○東京都墨田区錦糸４-３-６株式会社由健ﾖ

2級建築士
1級建築施工管理技士

埼玉県知事許可第3156号
【一】建築一式工事業、大工工事業、

○○○埼玉県飯能市青木３４-２株式会社吉澤建設工業

2級建築施工管理技士千葉県知事許可第42884号
【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、

○○千葉県銚子市新生町2丁目9番地10株式会社リードﾘ

2級建築士千葉県知事許可第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、

○○○千葉県習志野市東習志野6-12-3リファイン習志野　秋山木
材産業㈱

1級建築士長野県知事許可第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、

○○長野県長野市稲里町田牧１３２７番地７株式会社Ｒｅｂｏｒｎ

2級建築士静岡県知事許可第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、

○○静岡県磐田市下神増１０８２番地株式会社隆星建設

1級建築士愛知県知事許可第8339号
【一】大工工事業、左官工事業、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、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、

○○○愛知県名古屋市西区江向町６-２４有限会社良工組

国土交通大臣許可第26235号
【一】建築一式工事業、

○○○神奈川県平塚市山下２丁目１２番１号レモンホーム株式会社ﾚ

1級建築士
1級建築施工管理技士

山形県知事許可第500982号
【一】建築一式工事業、

○○○山形県米沢市駅前２-４-２０株式会社Ｙ・Ｙ工房ﾜ
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2級建築士福岡県知事許可第044426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、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、

○○○福岡県糟屋郡須恵町大字植木５６９-２株式会社若杉建設ﾜ

2級建築士山形県知事許可第500340号
【一】大工工事業、内装仕上工事業、

○山形県米沢市城西２-３-６４我妻建材工業株式会社

1級建築士東京都知事許可第1424号
【一】建築一式工事業、さく井工事業、

○○○東京都足立区小台２-３４-５株式会社渡部工務店
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