
所属 氏名 累計実績
H29実

績
安価工法

バリアフ
リー

省エネ ① ② ③ ④ ⑤

大村建設株式会社 大村　　忍 岡崎市 西大友町字杭穴51 0564-31–3484 0564−32−6939 omuraken@quartz.ocn.ne.jp http://omurakensetu.com/ 設計・施工 大村建設株式会社 15件 0件 ○ ○
設計施工アフターケアまで地域お客様ファー
ストの会社です

一級建築士・一級建築施工管理技士・木造住宅耐震診断員

宝橋住宅有限会社 高橋　和男 高橋　和男 岡崎市 真伝町字供養坊15-44 0564-28-3003 0564-28-3243 taka3003@m4.catvmics.ne.jp
http://www.k2-
homes.com/hp/takarabashi/

設計・施工 宝橋住宅設計 5件 0件 ○ ○
お客様と心かよう家づくりをモットーに地域
密着でやっています。

○ ○

有限会社戸松建築 戸松　信栄 戸松　信栄 岡崎市 牧平町字大野屋敷28の4 0564-82-4253 0564-82-4254 tomatsu-s-03.12@ezweb.ne.jp 施工
株式会社斉藤材木BG-

ONE設計室
2件 0件 ○

知識・経験・実績を生かした家創りを提供し
たいと心がけております。

○
二級建築士
一級技能士

大寛建築工房 小笠原　誠 小笠原　誠 碧南市 沢渡町260 0566-41-7811 0566-41-7811 info@daikankk.com https://www.daikankk.jp 設計・施工 大寛建築設計事務所 1件 0件 ○ ○
耐震改修設計・改修工事も相談ください。申
請手続きも致します

H30 ○ ○
一級建築士
愛知建木造住宅耐震診断員
既存住宅状況調査技術者

大鈴建設株式会社 鈴木　岩男 鈴木　岩男 碧南市 石橋町3丁目10番地 0566-41-3459 0566-48-1269 info@daisuzu.com https://www.daisuzu.com 施工 アートランド設計 2件 1件 ○
丈夫で、ぬくもりのある、丁寧な家づくりを
目指しています。

H30
一級技能士
木造建築士
増改築相談員

山田建築 山田　和市 山田　和市 碧南市 城山町5-57 0566-42-3449 0566-42-3449 yamada-hekinan@docomo.ne.jp
http://www.katch.ne.jp/~yamasato/index.
html

施工 杉浦建築事務所 2件 0件 ○ ○ 高断熱、無垢木材を使用した快適な生活 H30 ○ ○

有限会社オザキ創建 尾崎　双亮 尾崎　双亮 碧南市 神田町4丁目57番地 0566-48-1439 0566-48-5181 info@ozaki-souken.co.jp http://www.ozaki-souken.co.jp 設計・施工
オザキ創建建築士事務

所
0件 0件 ○

耐震改修に伴うリフォームや新築で化学物質
無添加住宅を実践！

二級建築施工管理技士

千寿建設株式会社 小野　博之 小野　博之 碧南市 千福町6丁目16番地 0566-41-8688 0566-41-8677 daiohiro@katch.ne.jp http://senju-gr.co.jp/index.html 設計・施工 ヒロ一級建築士事務所 1件 1件 ○ ○ 安価迅速丁寧親切 H30 ○
一級建築士、愛知県木造住宅耐震診断員、ブロック塀診断士、
ヘリテージマネージャー、既存住宅状況調査技術者、応急危険度判定士

白竹木材株式会社
棚橋　みさ

子
棚橋　みさ

子
碧南市 新川町6-8 0566-42-3266 0566-42-5793 hakutake@katch.ne.jp http://www.hakutake.net 設計・施工

一級建築士事務所ナニ
ワ建築設計室

0件 0件 ○
民家再生を得意分野とし、多くの工事を手掛
けて参りました。

一級建築士
インテリアプランナー
土地家屋調査士

大昌建築 加藤　昌道 加藤　晃浩 刈谷市 野田町西屋敷215番地 0566-21-5509 0566-21-6574 daimasakentiku@xj.commufa.jp 施工
サンダイ産業株式会社

一級建築士事務所
8件 0件 ○ ○

コストダウンを重視し、予算に合った工法を
考える様に努力いたします。

H30 ○ JBRA-1工法施工管理士

有限会社ハルク梅澤 梅澤　誠一 梅澤　誠一 豊田市 駒場町茶袋247-1 0565-57-2684 0565-79-3087 s-umezawa@tg.commufa.jp 設計・施工
有限会社ハルク梅澤一

級建築士事務所
10件 2件 ○ ○ H30

株式会社内藤建設 内藤　弘幸 内藤　弘幸 豊田市 高橋町一丁目125番地 0565-88-6837 0565-77-3648 info@naito-kensetsu.com 設計・施工 内藤建築設計事務所 0件 0件 ○
豊富な経験と実績をもとに、確かな技術で満
足のいく住宅を提供します。

二級建築士
二級建築施工管理士
木造住宅耐震診断員

坂部建築 坂部　誠 坂部　　誠 豊田市 和会町山神東分60 0565-21-1051 0565-21-2375 koichisakabe@yahoo.co.jp http://www.sakabe-k.com 設計・施工 坂部建築設計事務所 5件 0件 ○
豊田市を中心に木造住宅の新築、リフォー
ム、リノベーションを専門に45年。

H30 ○
一級建築士
一級建築施工
木造住宅耐震診断員

水嶋建設株式会社 水嶋　　淳 輪崎　智美 豊田市 伊保町西浦30番地 0565-45-0350 0565-45-5376 info@mizushima-jp.net http://www.mizushimanoie.jp/ 設計・施工 水嶋建設設計事務所 15件 1件 ○ ○
安全性と低コストを兼ね備えた耐震改修設計
プランをご提案します

○
宅地建物取引主任者
一級施工管理技士

株式会社加藤建築 加藤　衛治 加藤　寿則 安城市 榎前町南榎121-3 0566-92-0035 0566-92-0762 katoke-7@qc.commufa.jp http://www.katokenhome.com/ 設計・施工
加藤建築1級建築士事務

所
7件 2件 ○ ○ ZEHビルダー H30 ○

川畑建築 川畑　辰馬 代表 川畑　辰馬 安城市 古井町古井堤24-7 0566-75-8870 0566-75-8870 施工 門田設計株式会社 0件 3件 ○
建築大工技能者の技術力を生かした精度の高
い施工で木造の良さを引き出します。

○ １級建築大工技能士

五城建設一級建築士事務所 稲垣　敏夫 上平　康浩 安城市 小川町御林23 0566-99-0157 0566-99-0749 gojou@silk,plala.or.jp http://gojou-k.jp 施工
五城建設一級建築士事

務所
50件 2件 ○ ○ 安価な工法を考えて施工します。

姫典建築 野村　幸彦 野村　幸彦 安城市 桜井町大役田48-1 0566-99-0621 0566-99-0621 himenori-arc.nomura@qc.commufa.jp 設計・施工 姫典建築 24件 0件 ○ ○
介護保険を使った住宅改修と一緒に考えま
しょう

H30 ○ ○

株式会社コミ・テクノ 中根　博則 中根　博則 西尾市 巨海町佐円37-1 0563-59-4218 0563-77-0238 komi_techno@katch.ne.jp 設計・施工 株式会社コミ・テクノ 3件 0件 ○ ○

株式会社マルコウ建築 奥　　秀己 奥　　秀己 西尾市 葵町32 0563-56-8423 0563-54-4560 marukoukenchiku@outlook.jp 施工 株式会社滝設計 2件 1件 ○

株式会社吉田組 水鳥　正志 建築課 硴野　秀敏 西尾市 吉良町吉田上浜45番地6 0563-32-1158 0563-32-3361 info@yoshidagumi.com http://www.yoshidagumi.com 施工 AIC建築設計 3件 0件 ○
ｴﾈﾙｷﾞｰの効率化を図り、CO2削減に取り組ん
でいる。

2級建築士、耐震診断員、H26TDYﾘﾓﾃﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ審査員奨励賞受賞

田畑建設株式会社 小林　明美 小林　明美 西尾市 今川町落23番地 0563-57-2336 0563-57-2363 info@tabata-k.co.jp http://tabata-k.co.jp 設計・施工 田畑建築設計事務所 15件 1件 ○ ○
古民家再生など大規模改修から低コスト耐震
補強まで経験豊富

○ ○ ○
木造耐震低コスト工法設計講習会「耐震リフォーム達人塾」アドバンスコー
ス

木下建設株式会社 木下　敏哉 木下　敏哉 西尾市 米津町宮浦32-1 0563-56-5288 0563-57-1025 rfnishio@katch.ne.jp http://www.kinoshita-k.com/ 設計・施工
木下建設株式会社一級

建築士事務所
15件 0件 〇 〇

安心して暮らせる快適な住まいづくりをめざ
しております。

〇

共和建設工業株式会社 藤澤　幸兄 藤澤　幸兄 知立市 西町宮後56番地 0566-81-0336 0566-82-0369 fujisawa@kyowa-kk.info 設計・施工 共和建設工業設計室 51件 2件 ○ ○ ○ ○

三州建設 髙木　伸之 髙木　伸之 知立市 八ツ田町2-10-11 0566-82-2960 0566-82-2977 pure-three@castle.ocn.ne.jp https://www.pure-three.jp/ 設計・施工 三州建設設計事務所 0件 0件 ○

オオスカ建築株式会社
大須賀　博

磨
大須賀　博

磨
額田郡幸

田町
幸田町野場鶏島46-4 0564-62-0890 0564-62-0925 okj@deluxe.ocn.ne.jp http://www.oosuka.com/ 設計・施工 大須賀建築事務所 6件 0件 ○ ○ 創業54年になります。地元の会社です。 H30 ○ ○
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①耐震改修推進講習会（新規）
②安価な耐震改修工法講習会
③安価な耐震改修工事実務講習会
④耐震化アドバイザー養成講座
⑤大工・工務店向け耐震改修促進研修
会

講習会受講歴
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