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URL

ｱ 株式会社アイホームズ
ｱ 秋山木材産業株式会社

鳥取県鳥取市叶１４２-５

鳥取県知事(02)第001335号

http://ai-homes.jp

千葉県習志野市東習志野６-１６-３１

千葉県知事(06)第012251号

http://www.rfv-narashino.jp

ｱ 株式会社アルフレッシュ
ｲ 株式会社石川商会住宅機材

三重県津市修成町１８-２８

三重県知事(02)第003211号

http://refine-mie.net

千葉県旭市ニ-１７１０

千葉県知事(01)第016958号

http://ishikawa-reform.jp

ｴ 株式会社エスケー住建
ｵ 株式会社大原工務店

埼玉県川口市芝新町４-１８第一貢友ビル３Ｆ

国土交通大臣(01)第008682号

http://www.sk-group.co.jp

福島県郡山市安積町日出山２-２１-１

福島県知事(08)第020354号

http://https://iiie-oohara.com

ｵ 株式会社オキ
ｵ 株式会社オダ建設

広島県福山市南松永町１-１６-１３

広島県知事(13)第002199号

http://okinet.co.jp/

千葉県佐倉市上志津１０６１-３

千葉県知事(04)第014094号

http://www.oda-ken.jp

ｵ 株式会社小野産業
ｶ 株式会社カワイ

広島県廿日市市木材港南４-３

広島県知事(02)第009979号

静岡県磐田市合代島１２１２

静岡県知事(04)第011871号

http://www.kk-kawai.com

ｷ 菊池建設株式会社
ｷ 有限会社北山建築

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３６-１

国土交通大臣(01)第009181号

http://www.kikuchi-kensetsu.co.jp

三重県松阪市新町９９５

三重県知事(02)第003273号

ｸ 草処建設株式会社
ｸ 株式会社クラフトホーム

群馬県桐生市新里町新川１７１

群馬県知事(06)第005451号

http://www.kusadokoro.co.jp/

東京都八王子市本町２４-８ＫＲＡＦＴ ＢＬＤＧⅢ ３Ｆ

東京都知事(03)第086206号

http://www.krafthome.jp

ｸ 株式会社クロダ
ｹ 株式会社ケーアイリビング

長崎県諫早市栄田町２０-３１

長崎県知事(01)第003975号

http://www.kuroda-co.com

兵庫県加古郡播磨町南大中２-１-９

兵庫県知事(03)第401299号

http://realestate.ki-living.com

ｺ 株式会社広和木材
ｻ 斎藤建設株式会社

岐阜県中津川市千旦林４４６

岐阜県知事(03)第004474号

三重県松阪市嬉野町１４６５

三重県知事(01)第003322号

http://www.saitokensetsu.com

ｻ 有限会社坂田木材住宅
ｻ さくら住建株式会社

神奈川県横浜市港北区綱島東４-１-２７

神奈川県知事(11)第010553号

http://www.sakatamokuzai.co.jp

千葉県佐倉市上志津１７９０-１

千葉県知事(02)第016205号

http://www.sakurajyuken.co.jp/

ｻ 株式会社佐藤建設工業
ｻ 株式会社三心

秋田県由利本荘市小人町１００-２

秋田県知事(04)第001772号

神奈川県小田原市久野３０６７

神奈川県知事(07)第019017号

http://www.sannsin.jp

ｻ 三友物産株式会社
ｼ 株式会社住工房スタイル

徳島県徳島市東沖洲２-１６-３

徳島県知事(13)第000441号

http://www.3-u.co.jp

千葉県印旛郡栄町安食２４２１-８７

千葉県知事(02)第016228号

ｼ 上越木材興業株式会社
ｼ 株式会社シンホリ

新潟県上越市新光町１-１-７

新潟県知事(03)第004911号

http://www.joetsumokuzai.co.jp

愛知県半田市州の崎町２-２２６

愛知県知事(02)第021263号

http://www.shinhori.co.jp

ｽ 株式会社鈴木工務店
ｽ 株式会社鈴木屋木材

静岡県袋井市湊２７２-１

静岡県知事(08)第006555号

http://www.suzuki-b.com

栃木県河内郡上三川町上三川４９９２

栃木県知事(09)第002671号

http://www.suzukiya-mokuzai.co.jp

ｿ 株式会社総合建設西沢商会
ﾀ 株式会社大喜

長野県長野市川中島町原５２０

長野県知事(05)第004261号

http://www.nishizawahome.jp

広島県広島市安佐南区西原３丁目１３番１２号

広島県知事(03)第009685号

http://daiki1970.co.jp/

ﾀ 高柴商事株式会社
ﾀ 竹広林業株式会社

兵庫県養父市薮崎１０５１

兵庫県知事(03)第600064号

http://takashiba.dreamblog.jp

神奈川県小田原市寿町３-１-３９

神奈川県知事(07)第018063号

http://www.takehiro-ringyo.co.jp

ﾀ 株式会社竹屋
ﾁ チタジュウ建材株式会社

茨城県龍ケ崎市栄町４３５６

茨城県知事(01)第007224号

http://www.takeya.ne.jp/

愛知県東海市加木屋町松の内８７チタジュウ建材㈱不動
産事業部

愛知県知事(01)第023440号

http://kurasuma.jp/

ﾃ 鐵舟株式会社
ﾃ 寺田建設株式会社

福岡県久留米市荒木町白口１１番地１

福岡県知事(03)第015737号

http://www.tessyu.jp/

群馬県安中市安中２丁目１１番２９号

群馬県知事(08)第003666号

http://www.e-house.co.jp/teradakensetsu/com.html

ﾄ 株式会社東武ニューハウス
ﾄ 株式会社富建

埼玉県加須市三俣１丁目３２番地９

埼玉県知事(09)第011829号

http://www.tobu-nh.co.jp

長崎県大村市富の原１丁目１５４５-１

長崎県知事(02)第003778号

http://www.tomiken.gr.jp

ﾅ 株式会社ナカモク
ﾅ ナギ産業株式会社

静岡県御前崎市佐倉４６８０-５６

静岡県知事(02)第013398号

http://www.naka-moku.co.jp/

埼玉県さいたま市見沼区深作１-３０-９

埼玉県知事(01)第023653号

http://www.kk-nagi.com/

ﾅ 名倉建設株式会社
ﾅ 株式会社なごし住宅

愛知県碧南市中山町２-３２-１

愛知県知事(06)第017704号

http://www.cocowahome.com

広島県廿日市市串戸四丁目４-５１

広島県知事(06)第007754号

http://www.nagosi.com

ﾊ 株式会社ハイランド・ハウス
ﾊ 株式会社ハウゼ

広島県広島市安佐南区山本１-１８-２３

広島県知事(14)第001469号

http://www.highlandhouse.co.jp

新潟県見附市庄川町８７２

新潟県知事(04)第004583号

http://www.refine-hause.com

ﾊ ハタノ木材株式会社
ﾋ 平方木材株式会社

神奈川県相模原市緑区長竹２５８７番地

国土交通大臣(04)第006031号

http://hatano@hatanomokuzai.co.jp

群馬県前橋市天川大島町１２４８

群馬県知事(01)第007338号

http://www.hirakata-m.co.jp

ﾋ 株式会社ヒロプランニング
ﾌ 株式会社ファースト

広島県広島市安佐南区祇園七丁目４番１号

広島県知事(04)第008555号

http://www.hiroplan.jp

静岡県御殿場市萩原１１８０-２

静岡県知事(06)第010415号

http://www.fj-first.co.jp

ﾌ フェニーチェホーム南洋株式会社
ﾌ 株式会社ふくもと

岩手県宮古市崎鍬ケ崎第１１地割１６-１９

岩手県知事(02)第002442号

http://www.fenice-nanyo.com

兵庫県神崎郡福崎町高岡１７９４番地の１

兵庫県知事(06)第450861号

http://www.housefukumoto.co.jp/

ﾌ 株式会社フレックス唐津
ﾏ 株式会社増田コーポレーション

佐賀県唐津市浦６４１０

佐賀県知事(07)第001870号

http://www.flex-k.co/jp

東京都東村山市野口町４-１６-９

東京都知事(02)第094634号

http://www.masuda-corp.jp/

ﾏ 株式会社マツドリフォーム
ﾏ 株式会社マルオカ

神奈川県川崎市高津区坂戸３-６-１サンエトワール１Ｆ

神奈川県知事(02)第028649号

http://http:s//matsudoreform.com

長野県長野市吉田５-２５-７

長野県知事(11)第002192号

http://www.maru-oka.jp

ﾏ 丸尾興商株式会社

静岡県袋井市川井９８１番地

静岡県知事(01)第013841号

http://www.maruo.ne.jp

ﾏ 丸喜製材有限会社

群馬県高崎市中室田町４６０

群馬県知事(01)第007307号

http://www.maruki-wood.com
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ﾏ 株式会社マルチ
ﾏ 株式会社丸八工務店

主たる事務所の所在地
静岡県静岡市葵区飯間５-４

静岡県知事(07)第010199号

http://maruchi.org

千葉県旭市蛇園２９８１-３

千葉県知事(02)第016167号

http://maru8-house.com

ﾑ 村瀬建築株式会社
ﾔ 山根木材リモデリング株式会社

岐阜県岐阜市加野４-２７-１８

岐阜県知事(04)第004100号

http://www.murase-kodawari.com/

広島県広島市南区出島１丁目２１-１５

広島県知事(02)第009872号

http://www.yamane-m.co.jp/woodyrehome

ﾔ 山松木材株式会社
ﾔ 山屋産業株式会社

新潟県三条市直江町４-１０-１５

新潟県知事(04)第004289号

http://www.forest-studio.jp

埼玉県上尾市本町６-１１-４７

埼玉県知事(10)第011053号

ﾘ 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(01)第022791号

ﾜ 渡辺パイプ株式会社

東京都中央区築地５-６-１０浜離宮パークサイドプレイス６ 東京都知事(03)第088600号
階
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http://ryoukou.jimbo.com/
http://www.sedia-system.co.jp

