
会社名 都道府県 住所

1 株式会社ラインエス 北海道 北広島市共栄３２３－５

2 株式会社ユーホーム 北海道 札幌市手稲区曙２条５－７－１７

3 有限会社クラークホームズ 北海道 札幌市北区新琴似１２条１６丁目４－１７

4 株式会社エストホーム 北海道 札幌市北区新琴似１１条１４－１－２３

5 株式会社エリアエージェント 北海道 室蘭市中島町１－３４－２　尾下ビル１Ｆ右側

6 株式会社石豊建設 青森県 弘前市大字高屋字安田６１５－３

7 有限会社キーポイントホーム 青森県 弘前市大字泉野３－１１－１１

8 有限会社太田住建 青森県 青森市浪岡大字浪岡字岡田１０－８

9 有限会社齋藤工務店 青森県 平川市原田村元８８－１

10 成田建築 青森県 平川市町居稲元１－１

11 直井工務店 青森県 平川市沖館向野１２－２

12 せんだい建設株式会社 青森県 平川市高畑前田１５５－２

13 岩渕工務店 青森県 平川市原田稲元２７５

14 古川住研 青森県 平川市町居横山１９４－６

15 三浦住建 青森県 弘前市取上３丁目２－６

16 有限会社葛西建築工務所 青森県 南津軽郡田舎館村大字大袋字一本柳140番地

17 有限会社特進工業 青森県 弘前市大字田町４－１－２

18 有限会社幸山建築 青森県 南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田２５－９

19 有限会社葛西丸幸建設 青森県 黒石市追子野木１－２４０－１

20 山幸工務店 青森県 南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田９７－２

21 イシオカホーム株式会社 青森県 弘前市大字福村字福富４５番地

22 相馬建築 青森県 弘前市大字大沢字下村元１１５－３

23 クマガイ建総 青森県 弘前市小栗山字沢部１５－２

24 森内建設株式会社 青森県 青森市新町１丁目11-15

25 株式会社喜多山工務店 青森県 弘前市大字高屋字福田３０９－９

26 株式会社スイコー 宮城県 仙台市泉区松森字陣ヶ原５０－１

27 有限会社田中風呂店 福島県 福島市曽根田町８－５

28 中央設備株式会社 福島県 福島市松川町沼袋字戸ノ内７４番地

29 株式会社エイダイハウジング 茨城県 水戸市元吉田町３３６－３

30 株式会社長谷川商店 埼玉県 さいたま市岩槻区仲町１－１５－６

31 埼北昭和アルミサッシ販売株式会社 埼玉県 熊谷市中奈良２９８－３

32 大戸工業株式会社 埼玉県 熊谷市肥塚７８８－１

33 株式会社ＷＩＮＰＡＬ－ＪＡＰＡＮ 埼玉県 志木市中宗岡３－１１－７
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34 ＪＳ株式会社 埼玉県 さいたま市北区本郷町１９８番地

35 株式会社ＷＡＴＥＲ．１０４ 埼玉県 川越市小堤５８５－３

36 株式会社トマトハウス 埼玉県 入間市東町７－２－８

37 水彩工房柏豊四季店　有限会社関川商店 千葉県 柏市豊四季１５０－７４

38 秀和リフォーム株式会社 千葉県 松戸市久保平賀２８０－５

39 有限会社日高住宅設備 千葉県 千葉市稲毛区長沼町２３９番地６６

40 新葉瓦斯機器株式会社 千葉県 船橋市海神６－２３－１

41 有限会社東建ハウジング 千葉県 船橋市三山５－２６－１３

42 株式会社助川工務店 千葉県 柏市柏６－６－１８

43 株式会社リフォームプラザ小泉 東京都 杉並区天沼３－８－１

44 ＢＸゆとりフォーム株式会社 東京都 豊島区西巣鴨４－１４－５　ＢＸ１１３ビル４F

45 株式会社キタセツ 東京都 大田区東馬込２－１２－１

46 株式会社京王電業社 東京都 渋谷区笹塚２－１４－６

47 株式会社クラフトホーム 東京都 板橋区高島平７－２６－１

48 株式会社アベジュウ建設 東京都 東久留米市八幡町２－１１－６５

49 太豊建設株式会社 東京都 品川区豊町５－１６－２２

50 有限会社幸商店 東京都 杉並区和泉１－３５－１５

51 株式会社ハウスプラン 東京都 板橋区西台３－５３－１６

52 株式会社光建舎 東京都 港区東麻布１－１０－１３　東麻布アネックス７Ｆ

53 株式会社カレントスペース 東京都 渋谷区渋谷２－２２－７　渋谷新生ビル８Ｆ

54 株式会社佐伯設備工業 東京都 豊島区要町１－２７－２６

55 株式会社東横建設 東京都 世田谷区等々力５－４－１５

56 株式会社安住 東京都 府中市是政６－１７－５

57 株式会社アーバンプロジェクト 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区上菅田町２５０－５

58 有限会社佐谷商事 神奈川県 綾瀬市蓼川３－６－８

59 株式会社ビムス 神奈川県 相模原市中央区横山１－２－１５

60 有限会社内田綜合設備 神奈川県 平塚市札場町２３-３

61 株式会社エイワホームイング 神奈川県 茅ヶ崎市松林１丁目８番２８号

62 株式会社芳賀工務店 神奈川県 平塚市四之宮４－１７－１４

63 メガバックス株式会社 神奈川県 横浜市青葉区市ヶ尾町１１７０－１

64 株式会社ユウジニアス 神奈川県 鎌倉市笛田２－１－２６　高橋ビル２Ｆ－Ｄ

65 ウシキ株式会社 新潟県 上越市大字大貫４-３２-２

66 株式会社大堀商会 新潟県 新発田市五十公野３４３９
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67 株式会社ホーメックス 新潟県 柏崎市大字土合６２８番地１

68 ツルマキ工業株式会社 新潟県 新潟市中央区出来島２－４－５

69 株式会社えびすや 新潟県 見附市新幸町８－３

70 ハイハイネット株式会社 新潟県 小千谷市大字桜町５１４５－１

71 有限会社鈴木商事 新潟県 新潟市中央区文京町８－２６

72 有限会社住マイル 新潟県 新潟市東区粟山１－２１－２５

73 株式会社オタケ　リフォームアウトレット新潟平島店 新潟県 新潟市西区平島２－１４－２

74 有限会社上野土地建物 新潟県 新潟市東区牡丹山２－９－３

75 株式会社山下ホーム 富山県 魚津市江口５６７－１

76 株式会社ウィスタ 富山県 富山市町村２－４

77 株式会社共栄ホームズ 富山県 富山市婦中町上田島５２－３

78 有限会社彩建築工房 山梨県 中央市西花輪３８５７-２

79 南信立山サッシ販売株式会社 長野県 下伊那郡松川町生田８６５

80 シダ住建株式会社 静岡県 静岡市駿河区西脇３７－１

81 株式会社中島商店 静岡県 静岡市葵区金座町６２番地

82 有限会社石川熔接 静岡県 静岡市清水区由比６５９－８

83 ニラスイホーム株式会社 静岡県 伊豆の国市長崎２４８番地

84 有限会社イワナベ商会 静岡県 沼津市大平字新城２９２１－１

85 株式会社レイダン 静岡県 沼津市下香貫汐入２１８５－３

86 有限会社東海住建 静岡県 沼津市大平２１４９－３

87 株式会社桑原工務店 静岡県 富士市松岡１３１４－１

88 斉藤建設 静岡県 富士市伝法１９５５－２

89 株式会社キューピット 静岡県 富士宮市東阿幸地５９５

90 有限会社ビー・ワン 静岡県 富士市久沢９１３－９

91 株式会社クボタ 静岡県 富士市本市場３１-８

92 高木建築 静岡県 富士市中島９８

93 有限会社東巧コーチャス 静岡県 御殿場市深沢１０４

94 鈴木工務店 静岡県 御殿場市東田中５３１－９

95 有限会社コーシン建工 静岡県 御殿場市川島田８６７

96 リフォームハウス 静岡県 裾野市深良２２５７-１

97 株式会社スズキ 静岡県 榛原郡吉田町神戸２８３－１

98 井口建築 静岡県 藤枝市稲川２０３－１３

99 有限会社仲田工務店 静岡県 藤枝市大洲２－１３－７
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100 武田総合建設株式会社 静岡県 富士宮市山宮６４

101 株式会社けんちく工房紬 静岡県 富士宮市黒田４０－８

102 有限会社西ふじ 静岡県 富士宮市西町１０－１５

103 株式会社ひかり設備 静岡県 富士宮市小泉２３４８－８

104 株式会社エスバイエス 静岡県 静岡市葵区唐瀬２－４－３０

105 明工建設株式会社 静岡県 御前崎市池新田７７４２－１

106 中村建築 静岡県 掛川市和光１－１－５

107 株式会社MGプラン 静岡県 掛川市中５５００

108 金田工務店 静岡県 掛川市領家５２０

109 有限会社ハートホーム 静岡県 駿東郡小山町須走１５０

110 有限会社櫂工務店 静岡県 富士宮市野中１００３番地５

111 有限会社空間工房匠屋 静岡県 富士宮市淀師１８４０－１

112 株式会社未来工務店 愛知県 みよし市莇生町南池ノ上２１６－１３

113 株式会社麻布 愛知県 春日井市下市場町４－１７－３

114 ベクトル建築工房株式会社 大阪府 大阪市天王寺区堂ヶ芝２－１４－８

115 日昭アルミ工業株式会社 大阪府 茨木市真砂１丁目２番４７号

116 株式会社サンワ住研 兵庫県 加古川市平岡町新在家２１２－１

117 株式会社ビリーブ 兵庫県 加古川市志方町志方町７４２番地１

118 株式会社備中 岡山県 浅口市鴨方町本庄６１５－２

119 株式会社オオサワ創研 広島県 呉市広文化町６－４

120 株式会社マエダハウジング 広島県 安芸郡府中町鶴江１－２２－６

121 株式会社松井建設 愛媛県 松山市東石井６－３－１１


