










工務店名 代表者名 〒 住所 電話 メール

1 （株）千葉工務店 代表取締役 千葉弘幸 343-0825 埼玉県越谷市大成町6-237 0489-85-7002 chiba.kk@chiba-arc.co.jp

2 （株）オオガネホーム 代表取締役 大金　泉 378-0018 群馬県沼田市鍛冶町947 0278-22-2939 mail@ooganehome.co.jp

3 （株）未来工房 代表取締役 金原巳和子 830-0047 福岡県久留米市津福本町731 0942-32-4612 info@mirai-kohboh.co.jp

4 （有）福富建設 代表取締役 後藤正弘 702-8033 岡山県岡山市南区福富東2-33-21 086-262-0633 info@fk1.co.jp

5 （株）野本建設 代表取締役 野本一隆 951-8063 新潟県新潟市東区竹尾２丁目２６３-４ 025-270-4400 nomoto@smile.ocn.me.jp

6 エコワークス（株） 代表取締役 小山貴史 812-0878 福岡県福岡市博多区竹丘町1-5-32 092-404-9200 info@eco-works.jp

7 （株）平尾工務店 代表取締役 平尾博之 673-1311 兵庫県加東市天神341 0795-47-1238 web@hirao-co.com

8 （有）亀津建築 代表取締役 亀津　雅 507-0068 岐阜県多治見市大薮町1618-2 0572-29-2519 kamezu@titan.ocn.ne.jp

9 （有）響屋 代表取締役 渡辺響子 320-0052 栃木県宇都宮市中戸祭町２８９９－２５ 028-621-7805 hibikiya@t-mirai.com

10 （株）西渕工務店 代表取締役 西渕菊寿 791-3301 愛媛県喜多郡内子町城廻376-1 0893-44-3392 nichi@e-nishibuchi.co.jp

11 （株）加賀妻工務店 代表取締役 髙橋一総 253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1395 0467-87-1711 info@kagatuma.co.jp

12 （株）小林建設 代表取締役 小林伸吾 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉2454-1 0495-72-0327 eco@kobaken.info

13 （株）増子建築工業 代表取締役 増子則博 963-8061 福島県郡山市富久山町福原字東内打5-1 024-933-0301 info@masico.co.jp

14 （有）倭人の家建築 代表取締役 栗山武久 637-0052 奈良県五條市丹原町495-1 0747-26-2525 info@wanoie.jp

15 （株）安土建築工房 代表取締役 西澤由男 521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦3300 0748-46-5305 info@a-kobo.com

16 （有）勇建工業 代表取締役 加村義信 465-0065 愛知県名古屋市名東区梅森坂1-222 052-703-4345 youken@tutikabe.com

17 （有）福田建設 代表取締役 福田定利 309-1623 茨城県笠間市上加賀田1515 0296-72-6239 fukuda-s@silver.plala.or.jp

18 （株）エコ建築考房 代表取締役 喜多茂樹 491-0079 愛知県一宮市九品町4-22 0586-28-3755 info@ecoken.co.jp

19 （株）坂田工務店 代表取締役 髙原良彦 739-1101 広島県安芸高田市甲田町高田原1447-4 0826-45-2218 y.takahara@h6.dion.ne.jp

20 (有)髙橋建築舎 代表取締役 髙橋敦 409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出8240-6959 0551-38-8151 hokuto@takahashi-kenchikusya.co.jp

21 （株）イケダ 代表取締役 池田光一 321-2116 栃木県宇都宮市徳次郎町306-3 028-665-0015 info@wood-ikeda.co.jp

22 高陽建設（株） 代表取締役 西尾直樹 761-0445 香川県高松市西植田町138-12 087-880-0155 info@koyo-kensetsu.co.jp

23 リフォームラボ（株） 代表取締役 上利智子 154-0002 東京都世田谷区下馬6-12-18 03-5787-8633 info@reformlab.jp

24 (株）グッドリビング どんぐりの家 代表取締役 川村一雄 278-0026 千葉県野田市花井1-19-21 04-7123-8682 kkawamura.2700@nifty.com

25 （有）井上建築工業 代表取締役 井上泰一 359-1113 埼玉県所沢市喜多町16-6 04-2923-1663 t.inoue@ie-inoue.com

26 （株）ワイズ 代表取締役 山本康彦 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹3-4-64 0467-88-3903 ys-no1@ys-no1.co.jp

27 ㈱山口工務店 代表取締役 山口利秋 408-0103 山梨県北杜市須玉町江草2608 0551-42-2046 info@yamaguchi-k.co.jp

28 ㈱彩工房 代表取締役 森本　均 607-8029 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町１５ 075-632-9889 info@saikobo.co.jp

29 松浪建設㈱ 代表取締役 松浪正博 373-0819 群馬県太田市新島町７４４ 0276-45-1131 webmaster@matsu-nami.co.jp

30 ㈱蓮見工務店 代表取締役 蓮見幸男 364-0005 埼玉県北本市本宿6-31 048-591-2707 info@hasumi.jp

31 菊田建築㈱ 代表取締役 菊田康人 300-2622 茨城県つくば市要39 029-864-1900 kikuken@mail2.accsnet.ne.jp

32 (有)トヤオ工務店 代表取締役 鳥谷尾 眞道 511-0274 三重県いなべ市大安町大井田１３３１-１ 0594-77-3363 toyao@kimama-koubou.com

33 (有)小林住建 代表取締役 小林直人 443-0013 愛知県蒲郡市大塚町仲野４６－１ 0533-59-8085 kjuuken@hb.tp1.jp

34 ㈱さとやま設計社 代表取締役 岩井庸之介 923-1221 石川県能美市湯屋町ヘ１１６ 0761-51-7033 iwai@satoyamasekkei.com

35 ㈱井藤工務店 代表取締役 井藤勝仁 679-2121 兵庫県姫路市豊富町神谷1288 079-264-2123 info@info＠i10house.com;

36 ㈱木の家専門店谷口工務店 代表取締役 谷口弘和 520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上3409 0748-57-1990 kinoie@taniguti-koumuten.jp

37 ㈲ますいいリビングカンパニー 代表取締役 増井真也 332-0032 埼玉県川口市中青木3-2-5 048-254-8021 masuii@masuii.co.jp

「チルチンびと」地域主義工務店の会　会員名簿　　（全木連）
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エアパスグループ名簿

№ 会社名 住所 電話

1 株式会社四季工房 代表取締役 野崎　進 福島県郡山市南二丁目84 ０２４－９３７－６３５１ info@sikikobo.co.jp

2 丸和建設株式会社 代表取締役社長 川那子　弘己 茨城県桜川市御領1-34 ０２９６－７６－２７７１ maruwa-kensetu@pro.odn.ne.jp

3 株式会社フォレストコーポレーション 代表取締役社長 小澤　仁 長野県伊那市ますみヶ丘7352-1 ０２６５－７２－２０８８ ht-ozawa@forestcorp.jp

4 株式会社梶谷建設 代表取締役 梶谷　寛 石川県小松市軽海町ツ82-1 ０７６１－４７－３３１１ kazitani1848@kajic.co.jp

5 株式会社ミヤワキ建設 代表取締役 宮脇　悦夫 富山県高岡市佐野1400-1 ０７６６－２６－２５８１ kensetsu@miyawakihome.com

6 株式会社アート・宙 代表取締役 石田　友忠 三重県四日市市北町3-4 ０５９－３５６－０８１７ ishida@artsora.com

7 株式会社吉住工務店 表取締役社長 吉住　正基 兵庫県丹波市春日町野村2465 ０７９５－７４－０７１２ masaki.y@yoshizumi.com

8 内保製材株式会社 代表取締役 川瀬　之洋 滋賀県長浜市内保町7 ０７４９－７４－０１６１ info@uchiboseizai.com

9 輪和建設株式会社 代表取締役 中西　直己 奈良県大和郡山市満願寺町814-6 ０７４３－５３－３３５５ rinwa@h5.dion.ne.jp

10 株式会社すまい工房 代表取締役 小山　憲治 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目5番13号 ０９６－３８３－３５１１ info@sumaikoubou.net

11 四季の住まい株式会社 代表取締役 悴田　勝利 群馬県高崎市中豊岡町824-1 ０２７－３２８－６５４４ info@shikinosumai.net

12 有限会社佐藤建設 代表取締役 佐藤　守道 宮城県気仙沼市松崎丸森86-2 ０２２６-２２-８８４７ yamasin@kba.biglobe.ne.jp
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