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No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

1 21200063 保谷 義信 一戸建て等 株式会社ホームズマルホ（本社） 333 - 0866 埼玉県 川口市芝3809 y-hoya□homes-maruho.com

2 21200082 盛 静男 一戸建て等 株式会社　ゆめや 658 - 0065 兵庫県 神戸市東灘区御影山手3－６－２９ mori□yumeya.com

3 21200078 平井 一悟 一戸建て等 平井建設株式会社 729 - 3104 広島県 福山市新市町宮内1825-3 

4 21200160 品川 正俊 一戸建て等 アイエスジー株式会社　ISG Rehome 273 - 0033 千葉県 船橋市本郷町481-1 ルネ西船橋4号棟106 m-shinagawa□sohit-isg.jp

5 21200126 池田 貴彦 一戸建て等 ミサワホーム静岡 430 - 0903 静岡県 浜松市中区助信町 4-6

6 21200218 岩淵 政雄 一戸建て等 246 - 0025 神奈川県 横浜市瀬谷区阿久和西2-48-7 

7 21200264 高杉 孝信 一戸建て等 株式会社大幸建設 259 - 0303 神奈川県 足柄下郡湯河原町土肥5-15-8 takasugi□daikou-kensetsu.co.jp

8 21200209 松村 陽久 一戸建て等 株式会社三陽ホーミング 630 - 0213 奈良県 生駒市東生駒1-535 info□sanyo-homing.co.jp

9 21200271 藤川 蓉兵 一戸建て等 合同会社　藤永農工 691 - 0001 島根県 出雲市平田町2516-3 

10 21200275 前田 涼子 一戸建て等 株式会社　前後前 670 - 0952 兵庫県 姫路市南条1丁目126

11 21100481 宮前 護 一般建築物 三建塗装工業株式会社 333 - 0848 埼玉県川口市芝下1-12-11 sanken□sage.ocn.ne.jp

12 21100238 渡邊 英和 一般建築物 一般社団法人日装連リフォーム推進協議会事業本部 231 - 0015 神奈川県 横浜市中区尾上町3-43 横浜パークサイド関内３Ａ　神装協内 h_watanabe□nichirikyo.com

13 21100566 竹田 弘嗣 一般建築物 大和ハウス工業（株） 181 - 0004 東京都 三鷹市 

14 21100026 岡﨑 善明 一般建築物 アイエスジー株式会社 住宅リフォーム事業部 273 - 0047 千葉県 船橋市藤原3-16-17 y-okazaki□isg.inc

15 21100484 田尾 雅明 一般建築物 有限会社SUCCESS 243 - 0038 神奈川県 厚木市愛名49-1 

16 21100565 前田 弘貴 一般建築物 株式会社日向興発 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿四丁目13番6号 support□hyu-ga.com

17 21100025 越川 久 一般建築物 株式会社 清美堂 131 - 0041 東京都 墨田区八広2-1-15 info□seibido1611.com

18 21100274 服部 光司 一般建築物 服部塗装商事株式会社 157 - 0066 東京都 世田谷区成城二丁目33番13号 k.hattori□seijyo-hattori.co.jp

19 21100122 原 健司 一般建築物 株式会社　K-taggu  -    11kenji29□gmail.com

20 21100045 菅尾 雅彦 一般建築物 協同開発株式会社 351 - 0025 埼玉県 朝霞市三原4-13-89-403 sugao□kyoudoukaihatsu.co.jp

21 21100733 中島 浩一 一般建築物 有限会社　五栄工業  -    goeikougyo3□5ei.co.jp

22 21100734 川村 憲章 一般建築物 有限会社　五栄工業  -    goeikougyo1□5ei.co.jp

23 21100146 重谷 英樹 一般建築物 株式会社LIXILトータルサービス  -    hideki.shigetani□lixil.com

24 21100553 髙橋 正直 一般建築物 大和ハウス工業株式会社 339 - 0061 埼玉県 さいたま市岩槻区岩槻6911 masanao□daiwahouse.jp

25 21100447 安田 佳正 一般建築物 株式会社大丸建設 206 - 0801 東京都 稲城市大丸71-2 y-yasuda□kk-daimaru.co.jp

26 21100095 久保田 正範 一般建築物 若築建設株式会社 名古屋支店 460 - 0003 愛知県 名古屋市中区錦1-11-20 大永ビル9F

27 21100030 大貫 和文 一般建築物 セック㈱  -    

28 21100127 佐藤 明子 一般建築物 三井ホームエステート株式会社 325 - 0033 栃木県 那須塩原市埼玉13-130 

29 21102237 木﨑 大介 一般建築物 株式会社創信 573 - 1134 大阪府 枚方市養父丘2丁目22-3 info□soushin-online.com

30 21100117 荒川 丈史 一般建築物 ㈱LIXILトータルサービス 331 - 0811 埼玉県 さいたま市北区吉野町1-23-6 takeshi.arakawa□lixil.com

31 21100636 山崎 敏一 一般建築物 峠商会株式会社 333 - 0844 埼玉県 川口市上青木4-2-13 y□touge.org

32 21100885 森嵜 弦樹 一般建築物 株式会社　フォワード 140 - 0013 東京都 品川区南大井6-24-1-402 
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33 21100209 池山 貴也 一般建築物  -    

34 21100139 坂本 泰規 一般建築物 工和建材株式会社 596 - 0801 大阪府 岸和田市箕土路町2-17-11 ko-wa-kenzai.kk□gol.com

35 21101302 川口 博央 一般建築物 アストフィールド株式会社 619 - 1411 京都府 相楽郡南山城村北大河原釜の子29-578 kawagutidoboku0409□yahoo.co.jp

36 21100633 中村 征之 一般建築物 株式会社 ダイメイ 350 - 1213 埼玉県 日高市高萩1573-92 daimei□cap.ocn.ne.jp

37 21101637 伊藤 和貴 一般建築物 272 - 0812 千葉県 市川市若宮２－２８－１２ 

38 21101773 太田 大介 一般建築物 株式会社KYKクリーン 332 - 0005 埼玉県 川口市新井町 

39 21101315 荒引 登志雄 一般建築物 株式会社　荒引工務店 354 - 0011 埼玉県 富士見市水子3633-2 tosio□arabiki.co.jp

40 21101408 玉置 克裕 一般建築物 有限会社　玉置建装 225 - 0024 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町 tamaki□xg8.so-net.ne.jp

41 21101714 小野 亨 一般建築物 ㈱ファインプロダクト 252 - 0824 神奈川県 藤沢市打戻2378 

42 21100601 矢端 紀彦 一般建築物 TAKEPART㈱ 329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町2784-3 飛鳥ビル1階 yabata.n□takepart.jp

43 21101028 羽吹 明 一般建築物 有限会社ユー・キカク 125 - 0032 東京都 葛飾区水元2-23-4 a-dream□youkikaku.co.jp

44 21100955 菊池 政宏 一般建築物 株式会社ケーエストクシュ興業 402 - 0033 山梨県 都留市境99-1 

45 21100347 荒木 栄介 一般建築物 227 - 0047 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台5-7 藤が丘マイシティ503 a-eisuke-net□i.softbank.jp

46 21100605 梶原 高一 一般建築物 梶原建築 403 - 0018 山梨県 富士吉田市向原1-21-6 富士吉田市

47 21101283 渡邉 雅雄 一般建築物 株式会社USENテクノサービス  -    mstk-watanabe□usen-next.jp

48 21101507 田中 美左夫 一般建築物 ㈱長谷工リフォーム 616 - 8355 京都府 京都市右京区嵯峨新宮町35-32 

49 21101367 遠藤 淳平 一般建築物 株式会社EXSIA 450 - 0002 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-16 タキビル1階 info□e-exsia.com

50 21100807 人見 晃司 一般建築物 有限会社ジャパン・ルーフ 629 - 0102 京都府 南丹市八木町室橋美津２６番地 koji.hitomi□japanroof.co.jp

51 21101732 前川 祥平 一般建築物  -    

52 21101337 小椋 幸太 一般建築物 大伸開発株式会社 569 - 1131 大阪府 高槻市郡家本町12-1 

53 21101338 曽根 秀幸 一般建築物  -  大阪府  

54 21101010 稲場 一平 一般建築物 株式会社H・I・K  -    

55 21101200 村尾 賢哉 一般建築物 株式会社H・I・K  -    m.murao□hik-group.jp

56 21101158 山口 優一 一般建築物 株式会社アムテック 590 - 0018 大阪府 堺市堺区今池町2-1-2-105 

57 21100200 塚本 憲次 一般建築物 ㈱LIXILトータルサービス 590 - 0132 大阪府 堺市南区原山台5-10-1-201 kenji.tsukamoto□lixil.com

58 21101433 永峯 準一郎 一般建築物 有限会社　八幡 651 - 2146 兵庫県 神戸市西区宮下 1-15-2

59 21101761 饗庭 利行 一般建築物 520 - 1501 滋賀県 高島市新旭町旭１９９４ aiba□gthec.com

60 21100698 田端 善柾 一般建築物 592 - 0013 大阪府 高石市取石3-10-32-102 Tabata.Yoshimasa□meisei-kogyo.co.jp

61 21101802 鈴木 克弥 一般建築物 株式会社ケーズラボ 530 - 0012 大阪府 大阪市北区芝田２－８－１０ 光栄ビル２F ka-suzuki□kzlabo.co.jp

62 21100700 黒木 宏知 一般建築物 タカショウ建設株式会社 602 - 8362 京都府 京都市上京区御前下立売上ル二丁目仲之町２９８－１ info□takasyo.jp

63 21101321 河村 直人 一般建築物 河村工務店 198 - 0212 東京都 西多摩郡奥多摩町氷川1833 

64 21101434 武内 隆典 一般建築物 有限会社新武 643 - 0032 和歌山県 有田郡有田川町天満542-3 shintake□nike.eonet.ne.jp
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65 21101432 山本 学 一般建築物 株式会社ヤマケイ 536 - 0005 大阪府 大阪市城東区中央３ー１ー４ エクレーヌ橋本１０４号 info□yama-k.jp

66 21101219 荒井 健 一般建築物 有限会社 ミヤハラレッドライン 331 - 0801 埼玉県 さいたま市北区今羽町 mrl-arai□miyahararedline.com

67 21101220 石井 美里 一般建築物 白金建築設計事務所株式会社 108 - 0071 東京都 港区白金台4-7-7 info9999□shirokane-kenchiku.co.jp

68 21101303 人見 猛 一般建築物 デザイン・アート株式会社 601 - 8123 京都府 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町5 t-hitomi□design-art.co.jp

69 21101381 鈴木 忠俊 一般建築物 206 - 0033 東京都 多摩市落合１－１－９ 遠藤ﾋﾞﾙ１階

70 21101255 南雲 賢一 一般建築物 南雲興業株式会社 332 - 0011 埼玉県 川口市元郷4-18-11 

71 21101055 國友 亮 一般建築物  -    r.kunitomo□po-technoservice.co.jp

72 21101593 中山 哲夫 一般建築物 株式会社秀和建工 242 - 0029 神奈川県 大和市上草柳６－１６－２０ te.nakayama□shu-wakenko.jp

73 21101254 南雲 英明 一般建築物 南雲興業株式会社 114 - 0003 東京都 北区豊島３－３－１４ 

74 21101871 飯村 昌宏 一般建築物 リノベイスデザイン株式会社 150 - 0002 東京都 渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー２３階 m.iimura□globalbase.jp

75 21101117 小山 英樹 一般建築物  -  東京都  h_koyama□kym18.co.jp

76 21101360 津端 英男 一般建築物 有限会社　津端建設 133 - 0065 東京都 江戸川区南篠崎町２－４５－１３ tsbt□jcom.home.ne.jp

77 21101218 田中 邦彦 一般建築物  -    d1k99□yahoo.co.jp

78 21101190 古家 稔 一般建築物 ㈱アテンドホーム 225 - 0024 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1480-2 m-furuya□attendohome.com

79 21101063 山本 斗七 一般建築物 株式会社ＳＨＩＮＫＯ 591 - 8013 大阪府 堺市北区野遠町338-4 

80 21101779 中村 健 一般建築物 ㈱日本リノベーション 165 - 0032 東京都 中野区鷺宮 k.nakamura□nihon-renovation.com

81 21101270 植田 耕正 一般建築物 株式会社 植田塗装店  -    

82 21100011 守部 裕己 一般建築物 山河建設 208 - 0032 東京都 武蔵村山市三ツ木5-15-8 青柳ビル３階 sanga□msh.biglobe.ne.jp

83 21101837 平野 秀実 一般建築物 北日本コミニティー株式会社 004 - 0021 北海道 札幌市厚別区青葉町8丁目9-13 

84 21100609 湯浅 輝彦 一般建築物 株式会社サンユーリニューアル部 270 - 2221 千葉県 松戸市紙敷2-3-3 teruhiko-y□3you.co.jp

85 21100640 岡田 秀夫 一般建築物 株式会社秀建ホーム 312 - 0053 茨城県 ひたちなか市外野2-13-3 inho□shuken-home.jp

86 21100898 関 晃一 一般建築物 株式会社USENテクノサービス 141 - 0031 東京都 品川区西五反田7-22-17 TOCビル4階 k-seki□usen-next.jp

87 21101201 佐原 良 一般建築物 株式会社　H・I・K 566 - 0043 大阪府 摂津市一津屋1-9-8 r.sahara□hik-group.jp

88 21100610 大池 裕一 一般建築物 大池塗装株式会社 157 - 0073 東京都 世田谷区砧4-12-17 oike□oikepainting.co.jp

89 21100611 中村 仁 一般建築物 大池塗装株式会社 157 - 0073 東京都 世田谷区砧4-12-17 oike□oikepaonting.co.jp

90 21101872 今井 孝 一般建築物 イオンディライト 株式会社  -    

91 21101157 内垣 敦 一般建築物 556 - 0011 大阪府 大阪市浪速区難波中3-9-7 内垣ビル３Ｆ

92 21101272 濱出 拓 一般建築物 株式会社　ハマフク 593 - 8303 大阪府 堺市西区上野芝向ケ丘町6-5-8 Hamafuku.taku□gmail.com

93 21101695 渡邊 耕作 一般建築物 株式会社　幾章住研 663 - 8113 兵庫県 西宮市甲子園口５丁目８－２１ kisho□hcc6.bai.ne.jp

94 21100403 北村 文男 一般建築物 ㈱加納工務店  -  愛知県  

95 21100449 逸見 太郎 一般建築物 大和ハウス工業株式会社　浜松支店 431 - 3125 静岡県 浜松市東区半田山1-4-20 ジーヴォスカイ201

96 21101156 濵口 信也 一般建築物 570 - 0043 大阪府 守口市南寺方東通6丁目5番10号 hamaguchi□konkensou.co.jp
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97 21100376 甲斐 武人 一般建築物 (株)Ｔ＆Ｓ 454 - 0936 愛知県 名古屋市中川区高杉町329-1 

98 21100285 尾﨑 勇太 一般建築物 鈴中工業株式会社 蒲郡本店  -    

99 21100760 山北 峻 一般建築物  -    

100 21101471 門 勝司 一般建築物 勝栄建材工業株式会社 591 - 8031 大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町2-99-3 

101 21101694 石井 雅章 一般建築物 株式会社　幾章住研 663 - 8113 兵庫県 西宮市甲子園口５丁目８－２１ kisho-masaaki□bcc.bai.ne.jp

102 21100981 内藤 芳典 一般建築物 有限会社丸の内建設 834 - 0121 福岡県 八女郡広川町広川405-3 

103 21100132 柴田 吉泰 一般建築物  -    

104 21100797 保利 洋一 一般建築物 トラステック建装（株） 120 - 0047 東京都 足立区宮城1-18-17 y.hori-trustech□email.plala.or.jp

105 21100874 福永 智康 一般建築物 752 - 0928 山口県 下関市長府才川 レオパレスマリーンブルー101号室

106 21100798 前野 真一 一般建築物 340 - 0056 埼玉県 草加市新栄2-30-16 

108 21101054 若菜 幸司 一般建築物 ユビキタス株式会社  -    ubiquitous□cotton.ocn.ne.jp

109 21102408 崎 哲朗 一般建築物 有限会社 崎土木 214 - 0026 神奈川県 川崎市多摩区長尾７－９－１ 

110 21101291 渡邊 秀樹 一般建築物 株式会社　七保 400 - 0047 山梨県 甲府市徳行2-8-3 甲府レイシャス３０５号室 watanabe□nanaho.co.jp

111 21101148 渡邊 順一 一般建築物 渡邊順一 272 - 0031 千葉県 市川市平田3-12-16 

112 21101501 千代田 晃一 一般建築物 有限会社　千代田興業 345 - 0044 埼玉県 北葛飾郡杉戸町下野38-1 

113 21100751 高田 博行 一般建築物 アイキューブソリーションズ 173 - 0021 東京都 板橋区弥生町63-4 

114 21101082 舟引　 修 一般建築物 358 - 0002 埼玉県 入間市東町5-2-11 

115 21100643 鈴木 幹也 一般建築物 株式会社日向興発 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿4丁目13番６ suzuki_m□hyu-ga.jp

116 21101662 八木 道 一般建築物 草津設備㈱ 525 - 0001 滋賀県 草津市下物町20-1 yagi□kusatsu-setsubi.jp

117 21100922 主森 直美 一般建築物 有限会社ミオ・デザイン 657 - 0846 兵庫県 神戸市灘区岩屋北町1丁目5-20 

118 21100962 楠本 治 一般建築物 株式会社　クスモト土木 649 - 2523 和歌山県 西牟婁郡白浜町田野井776 

119 21101572 羽矢 文人 一般建築物 有限会社翔鷹技建 807 - 0837 福岡県 北九州市八幡西区則松東１丁目10-10 shouyou□yellow.plala.or.jp

120 21101323 高梨 和男 一般建築物 株式会社ランドネット　建築事業部  -    

121 21101146 佐野　 弘季 一般建築物 翔栄株式会社 416 - 0901 静岡県 富士市岩本2063-13 info□syouei.work

122 21101261 田中 美穂 一般建築物  -    

124 21100206 大家 慎司朗 一般建築物 株式会社 永勝 643 - 0033 和歌山県 有田郡有田川町明王寺446-11 

125 21101351 野本 大二朗 一般建築物 株式会社 東洋環境分析センター 880 - 0855 宮崎県 宮崎市田代町100番地 miyazaki□let-toyokankyo.com

126 21101349 竹﨑 康博 一般建築物 株式会社 東洋環境分析センター 880 - 0855 宮崎県 宮崎市田代町100番地 

127 21101350 小川 光博 一般建築物 株式会社 東洋環境分析センター  -  宮崎県  

128 21101100 北野 善裕 一般建築物 株式会社 トキワテック 677 - 0015 兵庫県 西脇市西脇197-4 kitano2541□yahoo.co.jp

129 21100901 大木 基至 一般建築物 （株）壹建 365 - 0073 埼玉県 鴻巣市八幡田365-1 ooki□ichi-ken.biz

130 21101728 木村 智也 一般建築物 大冷工業株式会社 461 - 0005 愛知県 名古屋市東区東桜2-16-36 tomykim□dairei.com
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131 21100335 平山 農 一般建築物  -    hirayama-m□wish-planning.jp

132 21101564 長谷川 満 一般建築物 徳倉建設株式会社 460 - 8615 愛知県 名古屋市中区錦 ３丁目１３－５中央マンションビル2階 mitsuru.hasegawa□tokura.co.jp

133 21102683 三浦 祐一 一般建築物 京阪電鉄不動産株式会社  -    miura-y□keihan-kiss.co.jp

134 21100534 前中 陽平 一般建築物 株式会社前中組 669 - 2727 兵庫県 丹波篠山市高屋218-6 info□maenakagumi.com

135 21101910 鈴木 修二 一般建築物 有限会社小川商会 480 - 0301 愛知県 春日井市内津町209番地 suzuki□ogawask.com

136 21101294 松木 和則 一般建築物 株式会社 松木建築 509 - 4234 岐阜県 飛騨市古川町壱之町13-15 matuki_kazunori□yahoo.co.jp

137 21102153 村田 隆 一般建築物 株式会社東毀 534 - 0025 大阪府 大阪市都島区片町1丁目8-18 

138 21102604 石川 裕司 一般建築物 株式会社Ace 471 - 0067 愛知県 豊田市栄生町4-26-1 ishikawa□kkace.co.jp

139 21101199 竹内 和広 一般建築物 大和ハウス工業㈱ 173 - 0012 東京都 板橋区大和町22-4 ロイジェント板橋本町207号 k.t.249713□daiwahouse.jp

140 21101620 早野 壮 一般建築物 尾北環境分析株式会社 483 - 8165 愛知県 江南市赤童子町福住12番地 info□bkb.co.jp

141 21102020 松下 光一 一般建築物 433 - 8117 静岡県 浜松市中区高丘東3-11-24 spzk3s69□chic.ocn.ne.jp

142 21100409 臼谷　 紀久雄 一般建築物 大和ハウスリフォーム株式会社 541 - 0059 大阪府 大阪市中央区博労町3-5-1 御 堂筋グランタワ- 9F

143 21100292 岩田 隆 一般建築物 岩田行政書士・土地家屋調査士事務所 559 - 0013 大阪府 大阪市住之江区御崎4-7-13 レジオンパークス住之江公園602

144 21100771 藤本 和枝 一般建築物 有限会社　曙建設 807 - 1154 福岡県 北九州市八幡西区楠北 2丁目7-33 akebono□wing.ocn.ne.jp

145 21102152 河副 勉 一般建築物  -  京都府  

146 21102757 辻村 岳 一般建築物 （株）岳塗装  -    gaku-tosou□office.tnc.ne.jp

147 21101757 中澤 將夫 一般建築物 協同建材株式会社 431 - 1103 静岡県 浜松市西区湖東町6047-5 nakazawa-masao□kyoudou-kenzai.co.jp

148 21101795 中野 正樹 一般建築物 509 - 3213 岐阜県 高山市久々野町渚2488番地 

149 21102586 田口 雅教 一般建築物 田口　雅教 470 - 1123 愛知県 豊明市西川町笹原２番地７ , イシイビル1F taguchimasanori69□gmail.com

150 21100293 秋山 利方 一般建築物 株式会社アキヤマ工務店 593 - 8307 大阪府 堺市西区平岡町９２－４ info□akiyama-ko.com

151 21100954 田久保 浩一 一般建築物 田久保建設㈱ 275 - 0026 千葉県 習志野市谷津2-23-5 

152 21100256 吉岡 智一 一般建築物 環境トータルサービス 179 - 0073 東京都 練馬区田柄2-28-8 tookazu50_ac528t□yahoo.co.jp

153 21100065 長本 嘉仁 一般建築物 トヨダ建設株式会社 341 - 0018 埼玉県 三郷市早稲田2-25-3 info□misato-toyoda.com

154 21100390 永石 輝正 一般建築物 ＯＫＩクロステック株式会社 134 - 0084 東京都 江戸川区東葛西6-45-7-428 ドーミー葛西３

155 21100177 大羽賀 康弘 一般建築物 株式会社　丸中工務店 123 - 0841 東京都 足立区西新井１－２２－３ info□kkmarunaka.co.jp

156 21100072 平井 陽一 一般建築物 株式会社平井工務店 176 - 0024 東京都 練馬区中村3-4-7 

157 21100125 佐藤 育夫 一般建築物 ㈱まごころ清掃社 192 - 0911 東京都 八王子市打越町1170 inkysatou□yahoo.co.jp

158 21100233 丸山 正高 一般建築物 154 - 0016 東京都 世田谷区弦巻4-17-6 mmaruyama□maruyamakoumuten.co.jp

159 21100232 高橋 正成 一般建築物 株式会社高棟建設工業 245 - 0053 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町619-3 info□takamune.co.jp

160 21100313 渡邉 一弘 一般建築物 株式会社テクノ菱和 170 - 0005 東京都 豊島区南大塚2-26-20 k_watanabe□techno-ryowa.co.jp

161 21100007 遠藤 輝貴 一般建築物 遠藤住建株式会社 206 - 0033 東京都 多摩市落合1-1-9 

162 21100160 関 武 一般建築物  -    
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163 21100020 上田 隆志 一般建築物 ㈲トータルホームプランナー 124 - 0022 東京都 葛飾区奥戸7-14-12-201 ライオンズマンション小岩第７

164 21100143 高野 正人 一般建築物 株式会社まごころ清掃社 193 - 0824 東京都 八王子市長房町126-2 m.takano□gomi-magokoro.co.jp

165 21100024 高張 征雄 一般建築物 株式会社サーフ 176 - 0011 東京都 練馬区豊玉上2-2-5 桜台ツーウッズビル４階

166 21100231 横山 明広 一般建築物 株式会社インプレッジ 105 - 0003 東京都 港区西新橋3-6-5 入江ビルB1 yokoyama□impledge.jp

167 21100017 池野 亘 一般建築物 190 - 0001 東京都 立川市若葉町2-7-2 ikeno□junkikaku.co.jp

168 21100021 依田 貴信 一般建築物 株式会社サーフ 176 - 0011 東京都 練馬区豊玉上2-2-5 桜台ツーウッズビル４階

169 21100003 本田 裕徳 一般建築物 株式会社　シー・エフ・エス 151 - 0053 東京都 渋谷区代々木2-33-1 hiro□cfs.jp

170 21100005 佐藤 守 一般建築物  -    

171 21100069 松井 正彦 一般建築物  -    m.matsui□basil.ocn.ne.jp

172 21100070 武市 朋樹 一般建築物  -    

173 21100360 杉浦 友昭 一般建築物 125 - 0052 東京都 葛飾区柴又５－４２－１９ 

174 21100412 草川 輝行 一般建築物 株式会社エーワン 168 - 0074 東京都 杉並区上高井戸2-17-8 

175 21200274 坂口 明生 一戸建て等 株式会社　前後前 670 - 0952 兵庫県 姫路市南条1-126 sakaguchi□zengozen.co.jp

176 20220107 金子 潤 一戸建て等  -    kaneko□housedo.co.jp

177 21200161 菅沼 憲 一戸建て等 株式会社ミサワホーム静岡 436 - 0072 静岡県 掛川市印内38-9 ken_suganuma□home.misawa.co.jp

178 21200185 八木 宏樹 一戸建て等 株式会社ワイジー 486 - 0918 愛知県 春日井市如意申町2-29-24 office.yg8□gmail.com

179 21200211 牛田 善巳 一戸建て等 株式会社Ｙｓ．レブレンス 486 - 0918 愛知県 春日井市如意申町2-29-24 ys.reburensu□lapis.plala.or.jp

180 21200098 岡田 康彦 一戸建て等 一吉工業株式会社 666 - 0016 兵庫県 川西市中央町14-23 okada□ichiyoshi.jp

181 21200102 田中 義昭 一戸建て等 株式会社ＳＥＮＳＥ 472 - 0055 愛知県 知立市鳥居1-5-7 sense-tanaka□abelia.ocn.ne.jp

182 21200064 宮崎 雄二 一戸建て等 世田谷区下馬6-3-8

183 21200131 遠藤 正史 一戸建て等 建材市場富士 417 - 0846 静岡県 富士市今井348-5 

184 21200258 田部 誠 一戸建て等 大阪市東淀川区小松1-7-1 tabe□aslife.co.jp

185 21200032 大山 照男 一戸建て等 株式会社イッシン(リファインおおがき） 503 - 0917 岐阜県 大垣市神田町1-76 oyama□issinkk.jp

186 21200030 馬場 泰樹 一戸建て等 株式会社イッシン(リファインおおがき） 503 - 0917 岐阜県 大垣市神田町1-76 baba□issinkk.jp

187 21200273 大嶽 英昭 一戸建て等 阪急阪神不動産株式会社 530 - 0017 大阪府 大阪市北区角田町1-1 東阪急ビルディング内 otake-hideaki□hhp.co.jp

188 21200090 上原 一允 一戸建て等 シーエスホーム㈲ 290 - 0012 千葉県 市原市藤井 w757387a72swwfpW23YW□softbank.ne.jp

189 21200251 鈴木 章雄 一戸建て等 株式会社八清 600 - 8187 京都府 京都市下京区橋詰町143 ハイツ白鷺107

190 21200247 太田 昌芳 一戸建て等 株式会社ファースト 412 - 0042 静岡県 御殿場市萩原1180番地の2 fj-first□dream.ocn.ne.jp

191 21200148 大森 崇裕 一戸建て等 株式会社　ＧＰハウス 165 - 0026 東京都 中野区新井1-1-5 中央マンション オフィス棟207 ohmori□gp-house.co.jp

192 21200149 加藤 伸二 一戸建て等 株式会社　ＧＰハウス 165 - 0026 東京都 中野区新井1-1-5 中央マンション オフィス棟207 kato□gp-house.co.jp

193 21200150 坂口 涼二 一戸建て等 株式会社　ＧＰハウス 165 - 0026 東京都 中野区新井1-1-5 中央マンション オフィス棟207 gp-house10□gp-house.co.jp

194 21200138 松浦 真吾 一戸建て等 株式会社リズム 401 - 0301 山梨県 南都留郡富士河口湖町船津7392-1 info□rhythm-inc.com
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195 21200187 布施 智弘 一戸建て等 有限会社ニチカ 263 - 0002 千葉県 千葉市稲毛区山王町 352-5 info□nichika-chiba.com

196 21200195 千葉 大和 一戸建て等 有限会社ニチカ 263 - 0002 千葉県 千葉市稲毛区山王町 352-5 tht□nichika-chiba.com

197 21200092 橋本 麻美 一戸建て等 株式会社ワーキング・ビー 581 - 0017 大阪府 八尾市高美町5-4-37 shiba□w-bee.com

198 21200094 山内 拓也 一戸建て等 株式会社ワーキング・ビー 581 - 0017 大阪府 八尾市高美町５丁目４番３７号 

199 21100525 平岡 和士 一般建築物 株式会社平和工務店 720 - 1525 広島県 神石郡神石高原町上2399-1 heiwa□sky.kagayakinet.ne.jp

200 21101542 植松 哲也 一般建築物 株式会社サキフジ 418 - 0111 静岡県 富士宮市山宮967-14 uematsu□sakifuji.com

201 21101548 南田 一馬 一般建築物 大和ライフネクスト株式会社  -    k-r3minamida□dln.jp

202 21101212 松岡 誠 一般建築物 株式会社　大総 870 - 0961 大分県 大分市下郡山の手18-1 matsuoka□e-daiso.net

203 21100359 矢島 一 一般建築物 株式会社スペースマイン 639 - 1028 奈良県 大和郡山市田中町834-1 株式会社スペースマイン hajime-y□spacemine.co.jp

204 21100385 滑田 俊樹 一般建築物 ミサワリフォーム近畿株式会社 544 - 0003 大阪府 大阪市生野区小路東５－４－１５ toshiki_nameda□home.misawa.co.jp

205 21101213 長谷川 景明 一般建築物 株式会社大総 870 - 0943 大分県 大分市大字片島2995番地の5 hasegawa□e-daiso.net

206 21100431 加藤 佳之 一般建築物 大和ハウス工業㈱浜松支店お客様相談センター（集合住宅） 489 - 0961 愛知県 瀬戸市田中町61番地の７ 

207 21101798 北島 達夫 一般建築物 有限会社　アドバンス 462 - 0014 愛知県 名古屋市北区楠味鋺4丁目710-1 メゾン・ダルカンシール２-３０３ kitajima.t□outlook.jp

208 21100523 吉川 和利 一般建築物 有限会社　吉川商店 679 - 1211 兵庫県 多可郡多可町加美区寺内286 

210 21101664 楠元 康夫 一般建築物 株式会社　リ・ホーム楠元 860 - 0821 熊本県 熊本市中央区本山4-4-18 kusumoto□voice.ocn.ne.jp

211 21101004 玉井 旭 一般建築物 有限会社 巽産業 550 - 0014 大阪府 大阪市西区北堀江4...17-3 tamai□ttm-co.jp

212 21100384 大西 宏佑 一般建築物 株式会社神栄工業 655 - 0861 兵庫県 神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾312-1 

213 21100556 西水流 和人 一般建築物 三井不動産ファシリティーズ・ウエスト㈱ 452 - 0916 愛知県 清須市下河原981-5 シャトレ愛松清須405

214 21102146 藤田 聖一 一般建築物 積和建設静岡㈱ 424 - 0929 静岡県 静岡市清水区日立町 seiichif□sgr.sekisuihouse.co.jp

215 21100038 有泉 正規 一般建築物 TOTOﾘﾓﾃﾞﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社 216 - 0041 神奈川県 川崎市宮前区野川本町 3-9-5 masanori.ariizumi□jp.toto.com

216 21101510 吉見 和久 一般建築物 株式会社吉見工務店 538 - 0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見1-6-125 k.yoshimi□yoshimikoumuten.com

217 21100248 奥滝 彰宏 一般建築物 株式会社　奥滝工務店 567 - 0009 大阪府 茨木市山手台5-10-30 ak.okutaki.co□outlook.jp

218 21100538 三好 弘樹 一般建築物 三好建設株式会社 651 - 0074 兵庫県 神戸市中央区南本町通2-1-13 h-miyoshi□miyoshikensetsu.com

219 21101429 赤松 温雅 一般建築物 658 - 0032 兵庫県 神戸市東灘区向洋町中5t丁目13番地 RICクリエイトセンター akamatsu0023□sekisuihouse.co.jp

220 21100729 笹山 ちさ 一般建築物 株式会社ささ舟  -    

221 21102134 橋上 祐 一般建築物 オリエンタル技研工業株式会社 101 - 0054 東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビル y-hashigami□orientalgiken.co.jp

223 21101147 小山 武治 一般建築物 小山建築工務株式会社 299 - 5103 千葉県 夷隅郡御宿町新町８１５ info□koyamakenchiku.com

224 21100197 赤松 昌一朗 一般建築物 株式会社昌栄工務店 573 - 1157 大阪府 枚方市片鉾本町15-7 k.syouei□leto.eonet.ne.jp

226 21100451 清水 徹也 一般建築物 清水塗装株式会社  -    t_shimz□simz.x0.com

227 21100226 一川 高秀 一般建築物 (株)北島建設関西支店 658 - 0053 兵庫県 神戸市東灘区住吉宮町６－１４－５ ichikawa□kitajimakensetsu.co.jp

228 21100548 池上 俊之 一般建築物 新日空サービス(株) 103 - 0023 東京都 中央区日本橋本町3-3-6 ikegamit□snks.co.jp

229 21100796 武石 政秀 一般建築物 有限会社 新興 316 - 0001 茨城県 日立市諏訪町1-16-13 shinkou-arai□helen.ocn.ne.jp
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230 21100994 我喜屋 進 一般建築物  -    

231 21101045 德田 智志 一般建築物  -    

232 21102682 岡畑 知也 一般建築物 西松建設株式会社　西日本支社 540 - 8515 大阪府 大阪市中央区釣鐘町 ２丁目４－７ tomoya_okahata□nishimatsu.co.jp

233 21100720 増永 紀亨 一般建築物 株式会社KiMURA 590 - 0953 大阪府 堺市堺区甲斐町東1-1-21 masunaga□kimura-gumi.jp

234 21100303 吉野 太郎 一般建築物 株式会社Ａ－ＹＵ 134 - 0084 東京都 江戸川区東葛西8-36-3 info□a-yu.co.jp

235 21101476 小林 哲也 一般建築物 株式会社Kobayashi 665 - 0841 兵庫県 宝塚市御殿山4丁目１８－２ 

236 21100135 西山 圭一 一般建築物 金岡住建株式会社 591 - 8022 大阪府 堺市北区金岡町819 kanaoka□k9.dion.ne.jp

237 21102680 石井 賢士 一般建築物 株式会社石井商事 245 - 0017 神奈川県 横浜市泉区下飯田町730-1 info□ishii-syouji.co.jp

238 21100321 海老澤 彰 一般建築物 株式会社エビザワ商店 535 - 0031 大阪府 大阪市旭区高殿２－１１－１５ mail□ebizawa.co.jp

240 21100546 渡邊 友門 一般建築物 株式会社　渡建興産 120 - 0032 東京都 足立区千住柳町33-19 info□wataken81.jp

241 21100648 多田 昇 一般建築物 株式会社SMCR 550 - 0004 大阪府 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング tada.noboru□smcr.co.jp

242 21100466 豊川 了政 一般建築物 有限会社光竜建設 601 - 8146 京都府 京都市南区上鳥羽奈須野町３３番地 kouryu□proof.ocn.ne.jp

243 21100074 青木 一男 一般建築物 青木建設株式会社 277 - 0081 千葉県 柏市富里２－３－２６ 

244 21100244 菅野 雅浩 一般建築物 オークラ工業株式会社 960 - 8132 福島県 福島市東浜町１７－３ 

246 21101771 水尾 きくの 一般建築物 内田設計企画株式会社 241 - 0821 神奈川県 横浜市旭区二俣川1-4-8 info□reform.yokohama

247 21101276 田中 大 一般建築物 大成建設株式会社 759 - 0204 山口県 宇部市妻崎開作534-5 ブランドール黒石103号室

248 21100452 大島 玲洋 一般建築物 清水塗装株式会社 158 - 0083 東京都 世田谷区奥沢3-29-5 

249 21100144 福﨑 高義 一般建築物 株式会社エス・ディー・エス 103 - 0016 東京都 中央区日本橋小網町9-4 東穀アネックスビル５階 yamada□e-sds.com

250 21100489 荒井 政男 一般建築物 有限会社 荒井重車輌 321 - 3236 栃木県 宇都宮市竹下町1459番地3 info□arai-hv.co.jp

252 21100602 近藤 雄亮 一般建築物 TAKEPART株式会社 329 - 1105 栃木県 宇都宮市中岡本町2784-3飛鳥ビル1F kondou.y□takepart.jp

253 21101160 多田 純子 一般建築物 J's株式会社 540 - 0022 神奈川県 川崎市中原区井田三舞町6-1-209 js1001.info□gmail.com

254 21102754 清水 晃 一般建築物 清水解体工業株式会社 399 - 4431 長野県 伊那市西春近638-1 

255 21100264 平野 克彦 一般建築物 ㈱グッドプラス　建築工房TAKUMI 506 - 0852 岐阜県 高山市八幡町228-4 

256 21100064 石井 敏幸 一般建築物 有限会社創テック 178 - 0063 東京都 練馬区東大泉6-2-37 

257 21100259 吉田 正典 一般建築物 有限会社大正工務店 124 - 0022 東京都 葛飾区奥戸6-3-5 taisyou208556□yahoo.co.jp

258 21101525 假屋 大作 一般建築物 ニチアス株式会社　宇部営業所 755 - 0066 山口県 宇部市小松原町2丁目2-8 kariya-d□nichias.co.jp

260 21100736 木村 壮人 一般建築物 株式会社マトイ  -    kimura□matoi0101.com

261 21100297 青木 美樹 一般建築物 343 - 0015 埼玉県 越谷市花田2-25-15 yamashita□yamashitakoumuten.co.jp

262 21101131 竹内 徹 一般建築物 大和スレート㈱北九州出張所 802 - 0985 福岡県 北九州市小倉南区志井 takeuchi□yamatoslate.co.jp

263 21101112 岡内 一憲 一般建築物 大和スレート㈱熊本出張所 861 - 8031 熊本県 熊本市東区戸島町451番3 okauchi□yamatoslate.co.jp

264 21101233 林 政春 一般建築物 株式会社　サクラ建設 577 - 0067 大阪府 東大阪市高井田西4-6-29 

265 21101470 手塚 康夫 一般建築物 株式会社　丸強建設工業 653 - 0022 兵庫県 神戸市長田区東尻池町3丁目4-17 
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266 21100521 横田 治人 一般建築物 ヨコタトータル有限会社 593 - 8327 大阪府 堺市西区鳳中町6-203-1 yokotatc13□maia.eonet.ne.jp

267 21102187 宇野 松平 一般建築物 大冷工業株式会社 461 - 0005 愛知県 名古屋市東区東桜2-16-36 unokun□dairei.com

268 21100718 小川 誠 一般建築物 有限会社　エムテック 407 - 0175 山梨県 韮崎市穂坂町宮久保6314-1 emutekku-1□iaa.itkeeper.ne.jp

269 21101558 福田 圭 一般建築物 中外テクノス株式会社 103 - 0004 東京都 中央区東日本橋3-7-17 CTビル k.fukuda□chugai-tec.co.jp

270 21100555 笠原 雄一 一般建築物 ムツミ建設㈱ 279 - 0043 千葉県 浦安市富士見1-11-29 kasahara□623-arc.com

271 21100614 澤井 直人 一般建築物 株式会社　沢井組 535 - 0022 大阪府 大阪市旭区新森6-11-36 

272 21101340 森本 匡裕 一般建築物 有限会社モリモト 676 - 0807 兵庫県 高砂市米田町島316-9 rf.morimoto□proof.ocn.ne.jp

273 21102087 恩田 享史 一般建築物 恩田建設株式会社 502 - 0005 岐阜県 岐阜市岩崎887-2 onda□joy.ocn.ne.jp

274 21100041 森岡 香 一般建築物 生活協同組合アイネットコープ埼玉 331 - 0812 埼玉県 さいたま市北区宮原町２－９０－４ アイネットビル k_morioka□coop.ne.jp

275 21100630 瀧口 幸寿 一般建築物 埼玉県川口市前川2-14-5 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜2-35-12 k-takiguchi□koushin.tokyo

276 21100638 瀧口 幸太 一般建築物 東京都足立区鹿浜2-35-12 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜2-35-12 kouta-takiguchi□koushin.tokyo

277 21100632 佐藤 直樹 一般建築物 東京都足立区鹿浜2-35-12 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜2-35-12 n-sato□koushin.tokyo

278 21100305 寺部 規矩也 一般建築物 有限会社寺部組 442 - 0863 愛知県 豊川市平尾町郷中67-1 

279 21100349 保谷 賢太 一般建築物 株式会社ホームズマルホ 350 - 1151 埼玉県 川越市今福2651 k.hoya□homes-maruho.com

280 21101176 今村 拓人 一般建築物 株式会社　Takuto 813 - 0003 福岡県 福岡市東区香住ケ丘4-42-4 

281 21101234 植田 伸二 一般建築物 536 - 0011 大阪府 大阪市城東区放出西2-9-22 

282 21100568 井上 大作 一般建築物 154 - 0014 東京都 世田谷区新町1-11-12 pensuzu□f04.itscom.net

283 21100251 市村 眞吾 一般建築物 もず産業 536 - 0015 大阪府 大阪市城東区新喜多1-8-24-506 mzs□apost.plala.or.jp

284 21100669 江原 裕樹 一般建築物 株式会社ワールド 347 - 0112 埼玉県 加須市芋茎1039-2 

285 21101825 黒木 幸樹 一般建築物 株式会社ツモル建設 885 - 1312 宮崎県 都城市高城町四家628番地 

286 21100445 後藤 伸二 一般建築物 ＡＬＳＯＫファシリティーズ株式会社 103 - 0002 東京都 中央区日本橋3-12-2 朝日ビルヂング5階 s.gotoh□alsokfc.co.jp

287 21101942 飯田 法弘 一般建築物 株式会社前進MIRAI 414 - 0027 静岡県 伊東市竹の内２丁目１１番８号 Tryビル竹の内３階 n-iida□allactor.biz

288 21100743 坂本 弘治 一般建築物 株式会社　スイコウ 132 - 0024 東京都 江戸川区一之江7-65-28 

289 21100800 石戸 悟 一般建築物 株式会社　スイコウ 132 - 0024 東京都 江戸川区一之江7-65-28 

290 21100802 鈴木 成和 一般建築物 株式会社　スイコウ 132 - 0024 東京都 江戸川区一之江7-65-28 

291 21100028 有瀬 隆宣 一般建築物 江東区大島2-1-1 ariset11□gmail.com

292 21102051 中島 義尊 一般建築物  -    

293 21102209 渡邉 潤一 一般建築物 ㈱クレデ 807 - 0843 福岡県 北九州市八幡西区三ケ森2丁目4-12 フルールA棟302

294 21100679 吉川 和孝 一般建築物 株式会社 井口組 693 - 0522 島根県 出雲市佐田町一窪田1777 kazuyan1953□gmail.com

295 21100459 福崎 剛志 一般建築物 大和ハウス工業株式会社　北摂支社 562 - 0001 大阪府 箕面市箕面4丁目８番６６号 m665395□daiwahouse.jp

296 21101532 杉浦 崇文 一般建築物 （有）明都開発 123 - 0873 東京都 足立区扇1-18-11 yuuneito□mvd.biglobe.ne.jp

297 21100352 高村 康之 一般建築物 高村設計事務所 669 - 6544 兵庫県 美方郡香美町香住区香住1630-4 info□t-sekkei.net
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298 21101132 平山 雅敏 一般建築物 九州男児建設 838 - 0226 福岡県 朝倉郡筑前町中牟田254 Kyusyudanji-k□cv-net.jp

299 21101679 菅原 満 一般建築物 350 - 1335 埼玉県 狭山市柏原 

300 21100275 金村 知美 一般建築物 株式会社ラトリエ 125 - 0052 東京都 葛飾区柴又5-7-1 kanamura.t□latelier-design.co.jp

301 21101657 吉田 芳枝 一般建築物 496 - 0034 愛知県 津島市元寺町2-40 zensho-power.inc□zensho-7.co.jp

302 21100310 千野 満男 一般建築物 千野電設株式会社 657 - 0056 兵庫県 神戸市灘区千旦通3丁目４－１５ office□chinodensetsu.com

303 21100334 武内 信也 一般建築物 丸藤建設株式会社 560 - 0054 大阪府 豊中市桜の町5丁目1-1 

304 21100504 津田 徹 一般建築物 丸藤建設株式会社 560 - 0054 大阪府 豊中市桜の町5丁目1-1 

305 21100410 三浦 年也 一般建築物 丸藤建設株式会社 560 - 0054 大阪府 豊中市桜の町5丁目1-1 

306 21102284 小畑 徹夫 一般建築物 イオンディライト株式会社  -    

307 21101737 中上 洋幸 一般建築物 株式会社　メタルワーク 610 - 0114 京都府 城陽市市辺上芦原33-6 hiro□metalwn.co.jp

308 21100635 藤里 洋介 一般建築物 峠商会株式会社 333 - 0844 埼玉県 川口市上青木4-2-13 f□touge.org

309 21100527 細見 康典 一般建築物 兵庫県 丹波市春日町 

311 21100299 三戸部 浩史 一般建築物 株式会社アーバン企画開発 224 - 0003 神奈川県 横浜市都筑区中川中央1-37-19 プリムラ２階

312 21100355 柳川 幸王子 一般建築物 株式会社ワーキング・ビー 581 - 0017 大阪府 八尾市高美町5丁目4番37号 yanagawa□w-bee.com

313 21101770 信太 吉広 一般建築物 内田設計企画株式会社 241 - 0821 神奈川県 横浜市旭区二俣川1-4-8 r1.reform□gmail.com

314 21100167 赤澤 博巳 一般建築物 大和スレート株式会社大阪支店 566 - 0035 大阪府 摂津市鶴野2丁目8-19 

315 21102793 中村 優一 一般建築物  -    

316 21100164 遊亀 正宜 一般建築物 234 - 0056 神奈川県 横浜市港南区野庭町361-2 info□web-yuki.co.jp

317 21100193 亀谷 健剛 一般建築物 有限会社　崇堅 486 - 0955 愛知県 春日井市稲口町3-13-5

318 21101727 牛田 善巳 一般建築物 株式会社Ｙｓ．レブレンス 486 - 0918 愛知県 春日井市如意申町2-29-24 office□ys44.co.jp

319 21100356 松谷 直明 一般建築物 株式会社ワーキング・ビー 581 - 0017 大阪府 八尾市高美町 5丁目4番37号 matsutaninaoaki1822□gmail.com

320 21101760 成田 浩一 一般建築物 株式会社ナンセイ　大阪支店 540 - 0021 大阪府 大阪市中央区大手通3-1-2 エスリードビル大手通9F k-narita□nansei.jp

321 21102452 綿井 博之 一般建築物 廣掃建株式会社 812 - 0007 福岡県 福岡市博多区東比恵福岡市博多区東比恵三丁目１１番９号 hirosouken□live.jp

323 21101203 天木 紳次 一般建築物 株式会社　アマキ 501 - 0233 岐阜県 瑞穂市宝江646-1 sinji_amaki□yahoo.co.jp

324 21101206 草野 進太郎 一般建築物 501 - 0554 岐阜県 揖斐郡大野町五之里148-1 info□marudai-recycle.com

325 21101138 齋藤 公伸 一般建築物  -    

326 21103078 粟野 裕樹 一般建築物 株式会社ユタカ工業 123 - 0861 東京都 足立区加賀2-26-12 info□yutaka-kougyou.co.jp

327 21102054 小倉 豪太郎 一般建築物 株式会社コクド 227 - 0036 神奈川県 横浜市青葉区奈良町1566-181 ogura□sutenai.net

328 21102119 名取 聖一 一般建築物 総合建設業　名取エンタープライズ 197 - 0814 東京都 あきる野市二宮1037-1 アラブレーヴェ102号 e.p.s.natori□kzc.biglobe.ne.jp

329 21102471 池田 寛美 一般建築物 株式会社ユイプラン 157 - 0074 東京都 世田谷区大蔵1-13-14 結工房 ikeda□yuiplan.co.jp

330 21103152 宮田 義久 一般建築物 株式会社東京フロント 271 - 0092 千葉県 松戸市松戸618-1 ライオンズマンション松戸柿ノ木台216号

331 21102282 矢野 功一 一般建築物 株式会社EFFECT  -    
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332 21102285 中村 昇二 一般建築物 大栄興業　株式会社 285 - 0845 千葉県 佐倉市西志津１－１１－８ レクセルガーデン志津１２２ nakamura□y-daiei.jp

333 21103209 江戸 富士夫 一般建築物 一般社団法人　住活協リフォーム 104 - 0032 東京都中央区八丁堀3-1-9　京橋北見ビル西館7階 edo□jkk-r.or.jp

334 21100748 齊藤 貴宏 一般建築物 株式会社そのだ不動産 187 - 0043 東京都 小平市学園東町2-6-24 

335 21102178 海沼 俊明 一般建築物 株式会社佐藤創建 381 - 0084 長野県 長野市若槻東条1155-1 satousouken6652□gmail.com

336 21102411 田淵 敦 一般建築物 一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会 230 - 8571 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央４丁目３３番１号 ナイスビル6階 info□anr.or.jp

337 21102684 増田 和彦 一般建築物 一般社団法人　住生活リフォーム推進協会 101 - 0043 東京都 千代田区神田富山町14-2 カサイビル3階 horp□horp.jp

338 21100960 山内 陽貴 一般建築物 創成工業㈱ 146 - 0095 東京都 大田区多摩川2-25-9 sosei□sosei-kg.com

339 21100365 新井 政浩 一般建築物 （有）イケヤ建築設計 121 - 0813 東京都 足立区竹の塚3-6-7 プライムビル201

340 21100586 西川 啓司 一般建築物 アイナックス稲本株式会社 532 - 0031 大阪府 大阪市淀川区加島3丁目中2-45-1001 ｽﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨｯﾄﾞⅡ k.nishikawa□inax-corp.co.jp

341 21102298 北角 友一 一般建築物 630 - 0248 奈良県 生駒市喜里が丘3-6-11 kitayan4517□gmail.com

342 21101888 中原 博 一般建築物 （株）エネテック大阪  -    

343 21102243 中村 篤志 一般建築物 ナカニシ開発株式会社 621 - 0806 京都府 亀岡市余部町法蔵寺10番地1 info□nkaihatsu.co.jp

344 21102202 林田 博之 一般建築物 ㈱林田工房 607 - 8185 京都府 京都市山科区大宅神納町 hiroyuki□hayashida-koubou.com

345 21102377 村尾 季哉 一般建築物 (株)ムラオ 661 - 0046 兵庫県 尼崎市常松 1-18-3 aid31501□bca.bai.ne.jp

346 21102027 寺倉 颯 一般建築物 株式会社　環境整備ニヂュウイチ 520 - 0002 滋賀県 大津市際川３丁目25-3 

347 21102272 伊藤 功 一般建築物 大功産業 569 - 1107 大阪府 高槻市安満西の町29-1 info□taikousangyo.com

348 21101059 岩田 和頼 一般建築物 有限会社岩田建設 191 - 0053 東京都 日野市豊田2-48-1 info□iwata-const.co.jp

349 21100348 小野寺 健 一般建築物 株式会社 ヨコソー 238 - 0023 神奈川県 横須賀市森崎1-17-18 tonodera□yokosoh.co.jp

351 21101030 岩田 政太郎 一般建築物 株式会社 明幸  -    

352 21101031 岡部 啓司 一般建築物 株式会社 明幸  -    

353 21101032 山下 秀也 一般建築物 株式会社スカイクリエイト  -    

354 21101803 荒巻 宏史 一般建築物 812 - 0881 福岡県 福岡市博多区井相田 1丁目10-6-303 m00435929□daiwa-reform.jp

356 21102532 東 清 一般建築物 日本セリナーズ株式会社 534 - 0014 大阪府 大阪市都島区都島北通2ー17ー7 

357 21100722 髙田 雅人 一般建築物 有限会社タカダ企業 542 - 0072 大阪府 大阪市中央区高津 3丁目14番11号シエリアタワーなんば1403号室 takadamasato19791003□docomo.ne.jp

358 21102660 迫田 守 一般建築物 ㈱長谷工コミュニティ 573 - 1195 大阪府 枚方市中宮東之町4-14 

359 21102722 富吉 宗一郎 一般建築物 イーアクシスプロデュース株式会社 550 - 0003 大阪市西区京町堀1丁目6-20　 tomiyoshi□eaxis.jp

360 21102768 福田 茂 一般建築物 株式会社さくら環境 573 - 0113 大阪府 枚方市宗谷1丁目１１番５０号 info□sakura-kankyou.com

361 21102474 榊田 博信 一般建築物 （株）ＴＧＹエンタテインメント 185 - 0013 東京都 国分寺市西恋ケ窪3-6-6 東京ビル6-B104 sakakida□tgyentertainment.com

362 21102487 宮崎 公爾 一般建築物 株式会社　宮崎工務店 592 - 0002 大阪府 高石市羽衣3-4-25 info□miyazaki-works.com

363 21101417 田中 好行 一般建築物 株式会社田中興業 413 - 0035 静岡県 熱海市緑ガ丘町29-7 info□tanaka-kogyo.work

364 21102103 森田 裕二 一般建築物 株式会社中村政工務店 814 - 0154 福岡県 福岡市城南区宝台団地 3-505

365 21102723 西村 智之 一般建築物 株式会社テクモ建築 606 - 8286 京都府 京都市左京区北白川下別当町82 
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366 21100496 川上 真司 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 taishou□shintora.co.jp

367 21100461 近藤 肇 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 kondo□shintora.co.jp

368 21100462 牧野 佑治 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 makino□shintora.co.jp

369 21100502 岩城 賢 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 iwaki□shintora.co.jp

370 21100480 有澤 伶樹 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 arisawa□shintora.co.jp

371 21101804 白本 周 一般建築物 株式会社　周(まこと) 590 - 0056 大阪府 堺市堺区神保通1-20 ma3ko3to□gmail.com

372 21102803 小林 淳一 一般建築物  -    140 - 0015 東京都 品川区西大井6-13-15 トーラス西大井101 info□little-forest.co.jp

373 21101913 倉冨 俊一 一般建築物  -     -    

374 21102769 岩波 昌義 一般建築物 株式会社ヤマムラ 662 - 0914 兵庫県 西宮市本町9-3 honsya□ymmr1995.com

375 21101678 植田 秀 一般建築物 森ビルエステートサービス株式会社 107 - 6004 東京都 港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル４階 

376 21102931 中原 剛嗣 一般建築物 株式会社なかはら 537 - 0022 大阪府 大阪市東成区中本3-12-6 Yoshitsugu_A_Nakahara□okamura.co.jp

377 21102470 星 英和 一般建築物 JFEシビル　株式会社　物流建築事業部　品質・環境管理 111 - 0051 東京都 台東区蔵前2丁目17番4号 JFE蔵前ビル5F

378 21102890 鈴木 喜章 一般建築物 有限会社　鈴木電業所 593 - 8315 大阪府 堺市西区菱木2丁2089-3 

379 21101659 塚本 康仁 一般建築物 リフォームセンター塚本 615 - 8051 京都府 京都市西京区牛ケ瀬西柿町35 

380 21102340 植田 克郎 一般建築物 幸栄不動産建設有限会社 本店 667 - 0021 兵庫県 養父市八鹿町八鹿八鹿１５６２－１ info□kouei-1.co.jp

381 21102689 佐藤 孝幸 一般建築物 Iris 株式会社 979 - 3131 福島県 いわき市平赤井字反町22-14 sato0203takayuki□gmail.com

382 21101914 若松　勉 一般建築物 株式会社若松工務店 561 - 0802 大阪府 豊中市曽根東町2-12-7 wakamats□d1.dion.ne.jp

383 21102758 平櫛 将寛 一般建築物 521 - 1233 滋賀県 東近江市南須田町122-4 aruku1924□gmail.com

384 21101978 森嶋 亮作 一般建築物 滋賀県  

385 21102715 服部 高利 一般建築物 ミサワリフォーム中部株式会社 511 - 1113 三重県 桑名市長島町押付409 Takatoshi_Hattori□home.misawa.co.jp

386 21102811 鈴木 良太 一般建築物 すずよし塗装株式会社 436 - 0011 静岡県 掛川市満水 198

387 21102967 芝田 政綱 一般建築物 合同会社　C-HR27 479 - 0848 愛知県 常滑市港町3丁目73番地 alchemist2727□icloud.com

388 22103593 長谷川 直樹 一般建築物 株式会社ノンアス 448 - 0813 愛知県 刈谷市小垣江町須賀１５３番地１ hasegawa□nonas.jp

389 21103059 望月 安生 一般建築物 望工業 468 - 0066 愛知県 名古屋市天白区元八事3丁目338 flat's元八事202

390 21101979 山田 雅之 一般建築物 株式会社　関西 601 - 8366 京都府 京都市南区吉祥院石原西町12-1 kansai□jeans.ocn.ne.jp

391 21101296 鈴木 真樹 一般建築物 有限会社　鈴木興業 339 - 0065 埼玉県 さいたま市岩槻区宮町1-4-16 suzuki□suzuki-ind.jp

392 21101038 箕浦 豊 一般建築物 有限会社　木村建設 492 - 8247 愛知県 稲沢市東畑2丁目17番地 

393 21103058 石川 勉 一般建築物 株式会社　プロジェクト 445 - 0802 愛知県 西尾市米津町野寺道70-1 ishikawa□i-project.biz

394 21102716 小山 信夫 一般建築物 （有）小山工業 522 - 0065 滋賀県 彦根市池州町１２番６号 yuu-koyamakougyou□outlook.com

395 22103363 田代 亮二 一般建築物 165 - 0027 東京都 中野区野方 2-34-20 tashiroryoji□gmail.com

396 21102932 荒木 龍人 一般建築物 新虎興産株式会社 550 - 0012 大阪府 大阪市西区立売堀5-5-21 araki□shintora.co.jp

397 21100358 高尾 寛 一般建築物 山装株式会社 577 - 0036 大阪府 東大阪市御厨栄町1-3-13 小阪ハイライフ1F
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399 21101980 山本 芳久 一般建築物 株式会社　フィル 612 - 0028 京都府 京都市伏見区深草飯食町782-12 refutaba□naraitaiyo.com

400 21102969 山下 宏典 一般建築物 株式会社こぶつ屋 460 - 0025 愛知県 名古屋市中区古渡町16-18 kobutsuya.inc□gmail.com

401 21102970 田中 力 一般建築物 株式会社こぶつ屋 460 - 0025 愛知県 名古屋市中区古渡町16-18 kobutsuya.inc□gmail.com

402 21101547 山本 好治 一般建築物 野村不動産パートナーズ株式会社  -    

403 21100843 中野 和明 一般建築物 株式会社ピースメイン 733 - 0012 広島県 広島市西区中広町2丁目18-29 

404 21100788 笹井　 裕 一般建築物 東和環境科学株式会社 730 - 0841 広島県 広島市中区舟入町 いであビル　7階

405 21101214 北惠 和弘 一般建築物 株式会社いろは 730 - 0138 広島県 広島市安佐南区祇園5丁目1-8-8 info□kk-iroha.com

406 21101094 北惠 重雄 一般建築物 有限会社エフ・エス・イー建築工房 731 - 0138 広島県 広島市安佐南区祇園6-10-35 

407 21102257 高藤 教史 一般建築物 小川瓦株式会社 722 - 1112 広島県世羅郡世羅町本郷1013-2 info-hp□ogawakawara.co.jp

408 21100841 岡田 誠治 一般建築物 732 - 0008 広島県 広島市東区戸坂くるめ木1-9-28-2 

409 21101724 後藤 巖 一般建築物 株式会社　英商会 321 - 0107 栃木県 宇都宮市江曽島5-3-5 goto-i□i.softbank.jp

410 21101242 宮﨑 彰 一般建築物 株式会社　宮﨑土木 839 - 0809 福岡県 久留米市東合川１丁目１０ー１４ー３０３ amyzkdbk□yahoo.co.jp

411 21100846 今岡 哲也 一般建築物 有限会社今岡工務店 729 - 6144 広島県 庄原市平和町719-3 

412 21102916 猪又 智憲 一般建築物 猪又工業 329 - 3215 栃木県 那須郡那須町寺子乙3599-3 

413 21102212 石原 遂有 一般建築物 (有)石原鈑金 729 - 5501 広島県 庄原市東城町小奴可1915-1 

414 21103131 仲田 大介 一般建築物 有限会社アルファ・コンセプト 321 - 0933 栃木県 宇都宮市簗瀬町2520-4 d.nakada□nakada.tv

415 21101079 平井 徹 一般建築物 平井興産株式会社 737 - 2213 広島県 江田島市大柿町大原519-3 hirai□hirai-kosan.com

416 21101847 安田 智一 一般建築物 株式会社　美楓総業 323 - 0152 栃木県 小山市延島1407 

417 21103211 髙梨 篤 一般建築物 株式会社　那須ＭＲ環境 325 - 0302 栃木県 那須郡那須町高久丙5028-2 nasu□nasu-mr.co.jp

418 21103084 澤村 勝利 一般建築物 株式会社ビクトリー 329 - 4304 栃木県 栃木市岩舟町静和561-1 info□v-victory.co.jp

419 21191730 岩田 圭祐 一般建築物 株式会社　岩田商店 432 - 8047 静岡県 浜松市中区神田町1488番地 

420 21103252 高橋 徹 一般建築物 有限会社ティオール 179 - 0083 東京都 練馬区平和台 tall-takahashi□live.jp

421 22103540 松本 翔 一般建築物 株式会社小杉設美  -    

422 21102510 高橋 秀如 一般建築物 日清エンジニアリング㈱ 276 - 0042 千葉県 八千代市ゆりのき台1-19-3 

423 21103057 岡田 和良 一般建築物 良竹商店 444 - 1211 愛知県 安城市根崎町西根150－2 

424 21100784 荒谷 武志 一般建築物 株式会社サンハウス 736 - 0023 広島県 安芸郡海田町浜角7-2 in-sunhouse□themis.ocn.ne.jp

425 21100786 荒谷 拓也 一般建築物 株式会社サンハウス 736 - 0023 広島県 安芸郡海田町浜角7-2 in-sunhosue□themis.ocn.ne.jp

426 21103241 小国 竜太 一般建築物 株式会社　冨士見建設 135 - 0003 東京都 江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉803

427 21101328 河本 圭一郎 一般建築物 有限会社光栄解体工業 173 - 0004 東京都 板橋区板橋4-6-1 板橋スカイプラザ705号 koei-kaitai□garnet.dti.ne.jp

428 21101330 矢吹 昌之 一般建築物 有限会社光栄解体工業 173 - 0004 東京都 板橋区板橋4-6-1 板橋スカイプラザ705号 koei-kaitai□garnet.dti.ne.jp

429 21102612 井上 英大 一般建築物 有限会社エース技研 566 - 0065 大阪府 摂津市鳥飼新町2-15-13 inoue-s□river.ocn.ne.jp

430 21102780 市橋 拓道 一般建築物 297 - 0052 千葉県 茂原市上茂原354-2 sanwatotal□ybb.ne.jp

13 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

431 21102623 棗田 大路 一般建築物 有限会社ダイワ産業 729 - 3101 広島県 福山市新市町戸手511 

432 21102746 加藤 宏樹 一般建築物 サンユープロジェクト株式会社 230 - 0051 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央４-32-21 マエダ中央ビル5階 h.kato□sanyu-project.com

434 22103537 吉田 巨喬 一般建築物 吉田建築店 371 - 0244 群馬県 前橋市鼻毛石町2168-4 yoshida.kenchikuten□gmail.com

435 21102661 鬼塚 政彦 一般建築物 オニツカコウムテン株式会社 560 - 0036 大阪府 豊中市蛍池西町2-8-12-1F info□onitsuka-koumuten.co.jp

436 21103109 上田 真也 一般建築物 株式会社ホウワ  -    

437 21101503 山口 陽彦 一般建築物 株式会社　地区計画コンサルタンツ 330 - 0852 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1-84-2 h_yamaguti□chikukeikaku.co.jp

438 21102727 矢倉 亘 一般建築物 イーアクシスプロデュース株式会社 550 - 0003 大阪府 大阪市西区京町堀1-6-20 宮浦ビル1階 yakura□eaxis.jp

439 21102986 杉本 孝丸 一般建築物 杉本瓦工業株式会社 925 - 0004 石川県 羽咋市一ノ宮町レ100番地 

440 21103110 崎山 幸司 一般建築物 極東開発工業㈱ 663 - 8545 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 sakiyama□kyokuto.com

441 21103141 山本 博之 一般建築物 株式会社テクニコ一級建築士事務所 541 - 0047 大阪府 大阪市中央区淡路町4-3-10 ＴＭＭビル6F info□technico.co.jp

442 21103142 花本 和也 一般建築物 花本建材 596 - 0803 大阪府 岸和田市東大路町54-1 pai-3.141592653589□docomo.ne.jp

443 21101640 吉田 耕次 一般建築物 森トラスト・ビルマネジメント株式会社 272 - 0144 千葉県 市川市新井2-9-14 

444 22102534 荻野 高広 一般建築物 （有）荻野製瓦工業 669 - 4132 兵庫県 丹波市春日町野村1187-2 info□ogino.seiga.com

445 21101105 松橋 誠 一般建築物 株式会社菅建材 552 - 0007 大阪府 大阪市港区弁天4-16-23 yumiik000._.912□docomo.ne.jp

446 22104205 門家 真樹 一般建築物 NEXT WORKS㈱ 710 - 0145 岡山県 倉敷市福江1183 m_kadoya□aioros.ocn.ne.jp

447 22104206 新谷 清志 一般建築物 NEXT WORKS㈱ 710 - 0145 岡山県 倉敷市福江1183 next_works□aioros.ocn.ne.jp

448 21101418 阿部 誠 一般建築物 安心ホーム計画株式会社 334 - 0013 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷2-27-15 abe□anshink.com

449 21101352 川上 洋介 一般建築物 株式会社　大和ホーム 799 - 0712 愛媛県 四国中央市土居町入野845-1 cocorohas□gmail.com

450 21102581 夏川 誠崇 一般建築物 リープ株式会社 712 - 8004 岡山県 倉敷市水島南亀島町14-16 ri-pu1□helen.ocn.ne.jp

451 21103094 赤坂 一陽 一般建築物 株式会社ハピネスリフォーム 369 - 0116 埼玉県 鴻巣市北新宿204-1 

452 21102696 川井 清吾 一般建築物 井清吾 349 - 0114 埼玉県 蓮田市馬込3-82 seigo-kawai□hotmail.co.jp

453 21102784 梅村 勝範 一般建築物 ㈲隆鈴興業 344 - 0015 埼玉県 春日部市赤沼 164-1 ㈲隆鈴興業内　二階事務所

454 21102700 白石 充 一般建築物 株式会社　白石工務店 345 - 0045 埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台西1-10-1-702 siraisi□poem.ocn.ne.jp

455 21102180 高橋 怜 一般建築物 株式会社スイコー 981 - 3111 宮城県 仙台市泉区松森字陣ケ原50－1 suikoo.ipad03□gmail.com

456 21103093 竹多 誠 一般建築物 357 - 0024 埼玉県 飯能市緑町12-4 コンフォートスクウェア papipupe.puta□icloud.com

457 21103256 守屋 友和 一般建築物 株式会社　輝サービス 333 - 0856 埼玉県 川口市芝塚原１－１８－１２ 

458 21101461 岸 政義 一般建築物 (有)丸正興産 343 - 0854 埼玉県 越谷市北後谷446 

459 22103566 鈴木 康裕 一般建築物 706 - 0014 岡山県 玉野市玉原3-7-3 

460 21102130 渡邊 豪志 一般建築物 ワタナベ塗装有限会社 799 - 1511 愛媛県 今治市上徳甲694-2 link-action□shirt.ocn.ne.jp

461 21102226 山中 吉隆 一般建築物 株式会社 山中商店 345 - 0024 埼玉県 北葛飾郡杉戸町堤根4436-3 yamanakasyouten□gmail.com

462 22103681 渡邊 順子 一般建築物 株式会社　リフォームやました 243 - 0801 神奈川県 厚木市上依知1363-1 

463 21101920 亀井 孝 一般建築物 株式会社BeamsCreate 520 - 0113 滋賀県 大津市坂本7-10-2 

14 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

464 21100357 佐々木 俊明 一般建築物 エスシステム株式会社 564 - 0073 大阪府 吹田市山手町2丁目12-21-603 ts-sasaki□s-system.biz

465 21102837 小中 正仁 一般建築物 TMES株式会社 730 - 0032 広島県 広島市中区立町1-24 有信ビル6階

466 21102860 渡邊 正和 一般建築物 株式会社LogArchitects 107 - 0061 東京都 港区北青山3丁目6-23 ダイハンビル2階 watanabe-masakazu□propolife.co.jp

467 21102241 寺田 篤史 一般建築物 株式会社エフビーエス大阪支店 541 - 0056 大阪府 大阪市中央区久太郎町2-5-30 MKD10大阪3階 terada.a□jcity.maeda.co.jp

468 21101438 大澤 秀長 一般建築物 大和ハウス工業株式会社　本店 530 - 8241 大阪府 大阪市北区梅田 ３丁目３－５

469 21101967 椿 嘉郎 一般建築物 大成有楽不動産販売株式会社 104 - 0031 東京都 中央区京橋 3-13-1有楽ビル1階 tsuyos00□yuraku.taisei.co.jp

470 21101805 松林 良 一般建築物 株式会社　住建マツバヤシ 590 - 0814 大阪府 堺市堺区石津町3-2-12 ryomat□j-matsubayashi.co.jp

471 21102030 村田 新吾 一般建築物 株式会社エナジー技工 546 - 0003 大阪府 大阪市東住吉区今川3-7-21 

472 21103212 篠田 昭治 一般建築物 ㈱篠田産業 323 - 0813 栃木県 小山市横倉481-53 shinodasangyo□rondo.ocn.ne.jp

473 21103210 荻原 猛 一般建築物 有限会社和興開発 389 - 0504 長野県 東御市海善寺644-1 info□wako-ltd.com

474 21103268 神谷 守 一般建築物 日新建設有限会社 460 - 0002 愛知県 名古屋市中区丸の内二丁目14番4号 エグゼ丸の内ビル

475 21100787 河本 兼和 一般建築物 (株)河本建設 725 - 0301 広島県 豊田郡大崎上島町中野5522-11 kawaken□c.do-up.com

476 21100840 岡田 栄治 一般建築物 株式会社岡田工務店 732 - 0065 広島県 牛田中1-7-7 info□okadakomuten.com

477 22103795 中里 且也 一般建築物 （株）マサル工業 352 - 0024 埼玉県 新座市道場2-7-13 nakazato□masakou.jp

478 21101072 植原 賢治 一般建築物 UK工業株式会社 631 - 0013 奈良県 奈良市中山町西3-309-1 uk□ukk.jp

479 21101022 石川 康二 一般建築物 株式会社フソウ　中国支店 730 - 0041 広島県 広島市中区小町3番25号 三共広島ビル３F k.ishikawa□fuso-inc.co.jp

480 21101198 鈴木 康司 一般建築物 岩浪建設株式会社 198 - 0052 東京都 青梅市長淵7-318 k_suzuki□iwanami-kensetsu.co.jp

481 21101859 正木 秀樹 一般建築物 株式会社トータル企画MASAKI 675 - 1215 兵庫県 加古川市上荘町都台1丁目20－8 info□total-masaki.co.jp

482 21102409 山下 将寿 一般建築物 有限会社 山下解体興業 360 - 0213 埼玉県 熊谷市上須戸351-4 info□yamashitakaitai.jp

483 21102814 酒井 真弘 一般建築物 株式会社　酒井建築 480 - 0141 愛知県 丹羽郡大口町上小口1-263 m-sakai□sakai-kenchiku.co.jp

484 21101194 稲葉 竜一 一般建築物 株式会社　新光重機土木 413 - 0231 静岡県 伊東市富戸1091-7 inaba□izu-shinko.co.jp

485 21101195 小林 清次 一般建築物 株式会社　新光重機土木 413 - 0231 静岡県 伊東市富戸1091-7 seiji□izu-shinko.co.jp

486 21102592 栁内 真治 一般建築物 (株)人輝エンジニアリングサービス 962 - 0811 福島県 須賀川市あおば町131 

487 21101153 安森 正光 一般建築物 株式会社　新光重機土木 413 - 0231 静岡県 伊東市富戸1091-7 yasumori□izu-shinko.co.jp

488 21101197 成生 浩一 一般建築物 株式会社　新光重機土木 413 - 0231 静岡県 伊東市富戸1091-7 nariu□izu-shinko.co.jp

489 21102593 佐藤 武 一般建築物 (株)人輝エンジニアリングサービス 962 - 0811 福島県 須賀川市あおば町131 

491 21102439 臼倉 彩映子 一般建築物 株式会社美都開発  -    info□mitokaihatu.com

492 21102159 小谷 章智 一般建築物 アイテム株式会社 610 - 0341 京都府 京田辺市薪堀切谷7-59 info□mizu-sos.net

493 21102179 小島 隆人 一般建築物 214 - 0021 神奈川県 川崎市多摩区宿河原1-17-8 リノア多摩川コルテ505号室

494 21102160 尾嵜 泰啓 一般建築物 アイテム株式会社 610 - 0325 京都府 京田辺市高船谷川86 info□mizu-sos.net

495 21101723 野本 大 一般建築物 森ビルエステートサービス株式会社 107 - 6004 東京都 港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル４階 

496 21101789 青島 裕介 一般建築物 株式会社日本リノベーション  -    y.aoshima□nihon-renovation.com
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497 21102859 明坂 賢治 一般建築物 合同会社明坂 167 - 0023 東京都 杉並区上井草2ー30ー15 第二けやき荘１０１ akesaka39□hotmail.com

498 21101897 佐々木 大地 一般建築物 有限会社　大地興産 736 - 0083 広島県 広島市安芸区矢野東6-16-43 

499 21101896 佐々木 聖弥 一般建築物 有限会社　大地興産 736 - 0083 広島県 広島市安芸区矢野東6-16-44 

500 21101152 市川 勝也 一般建築物 株式会社　ヒカリホーム 352 - 0035 埼玉県 新座市栗原3-5-15 katsu_ichikawa□kk-hikarihome.sakura.ne.jp

501 21101341 榎本 博行 一般建築物 大伸開発株式会社 569 - 1131 大阪府 高槻市郡家本町12-1 

502 22103535 平石 泰一 一般建築物 若築建設株式会社 153 - 0064 東京都 目黒区下目黒2丁目23-18 

503 22103410 橋本 高光 一般建築物 株式会社光装建 962 - 0001 福島県 須賀川市森宿下宿16-1 spse5fe9□rondo.ocn.ne.jp

504 21103216 三澤 秀延 一般建築物 ㈱篠田産業 323 - 0813 栃木県 小山市横倉481-53 shinodasangyo□rondo.ocn.ne.jp

505 21100876 阪 直彦 一般建築物 (有)阪組 510 - 0305 三重県 津市河芸町中別保2410-1 

506 21100877 阪　 太久摩 一般建築物 (有)阪組 510 - 0305 三重県 津市河芸町中別保2380 

507 21101388 久保下 城光 一般建築物 有限会社オーエン濱松 434 - 0025 静岡県 浜松市浜北区善地1074-2 oen□oen-h.co.jp

508 21102749 町野 竜 一般建築物 田中建設株式会社 331 - 0078 埼玉県 さいたま市西区西大宮4-1-17 machino□amail.plala.or.jp

509 21103266 村井 香乃子 一般建築物 株式会社　アキシゲ 496 - 0036 愛知県 津島市愛宕町9-90-10 swzb0qfv□na.commufa.jp

510 21102721 竹仲 陽介 一般建築物 西松建設株式会社　 565 - 0836 大阪府 吹田市佐井寺4-10-2 

511 21100847 升岡 一英 一般建築物 升岡一英 731 - 3164 広島県 広島市安佐南区伴東7丁目26-10 masuoka□kd6.so-net.ne.jp

512 22103859 渡辺 宣行 一般建築物 株式会社RIKI 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜6-24-19 

513 21102938 井上 忠信 一般建築物 株式会社大京穴吹建設 818 - 0053 福岡県 筑紫野市天拝坂2丁目3番地8号 

514 22103720 竹下 俊輔 一般建築物 建築研究所株式会社 813 - 0002 福岡県 福岡市東区下原4-15-10 グランデアベックス502 ken2.fukuoka□gmail.com

515 21102388 山田 邦彦 一般建築物 株式会社山田工務店 812 - 0020 福岡県 福岡市博多区対馬小路10-22 info□yamada-corp.net

516 22103567 大坪 博通 一般建築物 すまい創琳 834 - 0064 福岡県 八女市蒲原1604 sumai.sourin□gmail.com

517 21102262 樋髙 健作 一般建築物 有限会社愛健ハツリ工業 899 - 4321 鹿児島県 霧島市国分広瀬4-29-7 ai-ken□abelia.ocn.ne.jp

518 22104397 川村 寛 一般建築物  -    kawamura□reiz.tokyo.jp

519 21103096 上田 達成 一般建築物 株式会社アークス 213 - 0029 神奈川県 川崎市高津区東野川2-12-32 

520 21103126 岡田 敦志 一般建築物 猫の手 813 - 0031 福岡県 福岡市東区八田４丁目８ ats1130okd□gmail.com

521 22104221 池田 裕樹 一般建築物 株式会社NextFloor 340 - 0816 埼玉県 八潮市中央3-3-12－21 アルファ２１-6号室

522 22103414 山田 昂 一般建築物 株式会社エコPOWER 101 - 0044 東京都 千代田区鍛冶町1-5-2 鍛治町ビル5階 akira□ecopower.jp

523 21101895 松田 徹 一般建築物 株式会社　太平環境科学センター 812 - 0863 福岡県 福岡市博多区金の隈2-2-31 matsuda□taihei-esc.com

524 22103404 井上 顕斗 一般建築物 株式会社メタルワークス 704 - 8166 岡山県 岡山市東区君津730-2 n2k1y617□gmail.com

525 21102930 武下 宏将 一般建築物 タケヒロ 470 - 0102 愛知県 日進市藤島町 riki.0827□ezweb.ne.jp

526 21102828 楢﨑 大求 一般建築物 楢﨑産業開発株式会社 819 - 1582 福岡県 糸島市井原769-1 contact□narazaki-skkk.com

527 22104278 森田 育男 一般建築物 株式会社日向興発 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿４－１３－６ morita□hyu-ga.com

528 22103752 勝村 俊彦 一般建築物 株式会社 成和工務店 300 - 0013 茨城県 土浦市神立町659-14 katsumura□seiwakoumuten.com
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529 21103074 久保 武智 一般建築物 久保工務店 755 - 0151 山口県 宇部市西岐波788-4 ttkubo□cfkb.pro

530 22104220 西谷 雅浩 一般建築物  -    

531 22103378 松尾 昌洋 一般建築物 有限会社 松尾製作所 871 - 0001 大分県 中津市大新田584 masahiro□matsuoseisakusho.com

532 22104395 櫛田 守 一般建築物 株式会社　赤坂ライン 332 - 0021 埼玉県 川口市西川口6-3-16-303 kushida-m□akasakaline.com

533 21103086 生井 雄幸 一般建築物 966 - 0913 福島県 喜多方市豊川町沢部字長尾1980 youkoutaisha-k□chorus.ocn.ne.jp

534 21102089 大川 慧悟 一般建築物 星野建設株式会社 202 - 0021 東京都 西東京市東伏見4-6-10 ookawa□hoshinokensetsu.net

535 22104151 濱田 徹 一般建築物 ダ・プランニング　はまだきかく 811 - 0201 福岡県 福岡市東区三苫 7丁目1番23号 hama_da.830□outlook.jp

536 21103007 星 晴男 一般建築物 カスタムハウス 325 - 0044 栃木県 那須塩原市弥生町3-35 c.house0041□gmail.com

537 21101663 中島 正彦 一般建築物 有限会社ＨＡＬ建設工業 547 - 0033 大阪府 大阪市平野区平野西3-7-18 info□halkensetsu.com

538 22103849 石井 毅 一般建築物 ㈱浮羽工務店 815 - 0063 福岡県 福岡市南区柳河内１丁目２－３０－３ 第二浮羽ビル takeshi.ishii1216□outlook.jp

539 21103028 金子 尚弘 一般建築物 ㈱エーゼット 577 - 0007 大阪府 東大阪市稲田本町2-12-8 

540 21102598 佐渡 光 一般建築物 三耐保温株式会社 939 - 0305 富山県 射水市鷲塚91-3 santai□3tai.co.jp

541 21103111 吉川 英利 一般建築物 有限会社吉川商店 679 - 1211 兵庫県 多可郡多可町加美区寺内286 

542 21103271 岡田 憲一 一般建築物 中外商工株式会社 550 - 0004 大阪府 大阪市西区靱本町1-9-15 

543 21102389 堂園 孝 一般建築物 菊水化学工業㈱ 811 - 4237 福岡県 遠賀郡岡垣町東高倉１丁目１８番４号 

544 21100779 藤井 淳夫 一般建築物 建築工房トンボ株式会社 720 - 0013 広島県 福山市千田町千田2611-3 fujii□tombo.tv

545 21100780 井上 利夫 一般建築物 建築工房トンボ株式会社 721 - 0952 広島県 福山市曙町二丁目6番2-2 inoue□tombo.tv

546 21102852 久我 久徳 一般建築物 株式会社太陽 714 - 0087 岡山県 笠岡市六番町4-3 taiyo□f5.dion.ne.jp

547 21102925 森 勝之 一般建築物 ダイヤリックス(株)四日市支社 510 - 0851 三重県 四日市市塩浜町1 mori.katsuyuki.ma□m-chemical.co.jp

548 22103402 須藤 利弘 一般建築物 須藤工務店株式会社 720 - 0013 広島県 福山市千田町千田3159-2 inq□sudokoumuten.jp

549 21103130 音羽 淳史 一般建築物 株式会社シミズ・ビルライフケア 108 - 0023 東京都 港区芝浦3-18-21 第二吾妻ビル ７階 otowa□sblc.co.jp

550 21102247 緒方 真二 一般建築物 566 - 0052 大阪府 摂津市鳥飼本町5-13-1-302 s-ogata□cpost.plala.or.jp

551 21103341 大野 健志 一般建築物 （有）大野瓦工業 678 - 0214 兵庫県 赤穂市朝日町 4番地２２

552 22103416 川北 起由 一般建築物 マスヒロ環境株式会社 190 - 1232 東京都 西多摩郡瑞穂町長岡2-5-2 

553 22103415 増田 博之 一般建築物 マスヒロ環境株式会社 190 - 1232 東京都 西多摩郡瑞穂町長岡2-5-2 

554 21101134 内海 光徳 一般建築物 株式会社アルス工業 700 - 0912 岡山県 岡山市北区大供表町7-1 arusukougyou-5.8□shirt.ocn.ne.jp

555 22104075 金子 貴志 一般建築物 株式会社ハウスドゥ・ジャパン 451 - 0044 愛知県 名古屋市西区菊井2-19-11 大興クレアシオン　4F

556 22103819 八木 正浩 一般建築物 ミソノサービス株式会社 462 - 0819 愛知県 名古屋市北区平安二丁目15番56号 yagim□misonos.net

557 22104013 鴨川 隆欣 一般建築物 ミサワホーム株式会社 491 - 0143 愛知県 一宮市浅井町大野天神西11-1 Takayoshi_Kamogawa□home.misawa.co.jp

558 21102481 川島 大和 一般建築物 株式会社環吉 438 - 0222 静岡県 磐田市須恵新田1-9 

559 21101099 牧野 峰子 一般建築物 エスケード株式会社 435 - 0051 静岡県 浜松市東区市野町671 

560 21103222 伊藤 優 一般建築物 株式会社　三勢 395 - 0812 長野県 飯田市松尾代田1452-3 sansei.168□bb.wakwak.com
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561 22103820 片野 弘幸 一般建築物 有限会社　みなみやす 503 - 0202 岐阜県 安八郡輪之内町大藪947 

562 22103883 水谷 靖 一般建築物 水谷瓦店 515 - 2522 三重県 津市一志町波瀬1846 info□mizutani-kawaraten.com

563 22104167 塩島 悦男 一般建築物 株式会社大和総業 327 - 0002 栃木県 佐野市並木町1649-5 塩島アパート1F yamatosougyou_jimu□yahoo.co.jp

564 21102079 小山 信弘 一般建築物 ㈱CRC食品環境衛生研究所 813 - 0062 福岡県 福岡市東区松島5-7-6 n.oyama□crc-group.co.jp

565 21101329 伊藤 幸春 一般建築物 株式会社光栄産業 351 - 0111 埼玉県 和光市下新倉6-1-41 

566 21100204 岡崎 健二 一般建築物  -    

567 22103538 鈴木 裕之 一般建築物 株式会社ブライトクルーズ 349 - 0105 埼玉県 蓮田市藤ノ木4-1 bright2□kkf.biglobe.ne.jp

568 22103539 小川 信治 一般建築物 株式会社ブライトクルーズ 349 - 0105 埼玉県 蓮田市藤ノ木4-1 bright2□kkf.biglobe.ne.jp

569 22104330 大櫛 聡司 一般建築物 株式会社b.home 515 - 0054 三重県 松阪市立野町454-4 greater0094□gmail.com

570 21101943 松田 篤義 一般建築物 六合株式会社 486 - 0837 愛知県 春日井市春見町41 

571 22103780 嶋田 順一 一般建築物 株式会社アドプロ 747 - 0037 山口県 防府市八王子一丁目18-10 バルミー八王子102号 adpro□ace.ocn.ne.jp

572 21103040 井上 壽通 一般建築物  -    

573 22103711 北澤 秀明 一般建築物 キタザワ産業株式会社 610 - 0101 京都府 城陽市平川東垣外40-1 

574 22103497 西田 長徳 一般建築物 株式会社　瑞光 520 - 0066 滋賀県 大津市茶戸町13番9号 瑞光ビル nishida□zuikou.jp

575 21101686 野尻 俊一 一般建築物 野尻建築設計事務所 331 - 0074 埼玉県 さいたま市西区宝来1481-3 

576 21103229 中村 直樹 一般建築物 有限会社 ケアハウジング 612 - 8421 京都府 京都市伏見区竹田桶ノ井町15-10 nakamura.familly□kyoto.zaq.ne.jp

577 22103498 髙橋 輝城 一般建築物 株式会社　瑞光 520 - 0066 滋賀県 大津市茶戸町13番9号 瑞光ビル1階 info□zuikou.jp

578 21103035 川島 勇樹 一般建築物 株式会社エーゼット 578 - 0965 大阪府 東大阪市本庄西1-1-10-1004 

579 22103374 高野 智彦 一般建築物 555 - 0024 大阪府 大阪市西淀川区野里 to1-takano□aeondelightconnect.com

580 22103834 杉野 俊太 一般建築物 丸野興業 630 - 8422 奈良県 奈良市横井5丁目378 shuntou□zeus.eonet.ne.jp

581 21102384 成宮 剛 一般建築物 総合建築請負　成宮建築 521 - 0063 滋賀県 米原市飯971 carpenter-narumiya.since2005-□i.softbank.jp

582 21103146 藤本 清徳 一般建築物 株式会社日本ハウスホールディングス 630 - 8115 奈良県 奈良市大宮町5-3-14 不動ビル1階 kfujimoto□nihonhouse-hd.co.jp

583 22104123 山中 正史 一般建築物  -    

584 21101987 今吉 辰徳 一般建築物 598 - 0034 大阪府 泉佐野市長滝 379-5

585 22103835 加賀美 豊 一般建築物 丸野興業 632 - 0052 奈良県 天理市柳本町1323-1 

586 21101110 原中 靖執 一般建築物 大和スレート㈱福岡支店 819 - 0166 福岡県 福岡市西区横浜1丁目49番1号 y.haranaka□yamatoslate.co.jp

587 21103185 河原 健治 一般建築物 イワタニ山陽株式会社 700 - 0853 岡山県 岡山市南区豊浜町3-34 

588 22103620 白石 裕二 一般建築物 271 - 0072 千葉県 松戸市竹ケ花 メゾン竹ヶ花220-2 yuukon5656□gmail.com

589 22103622 石山 昌義 一般建築物 270 - 2251 千葉県 松戸市金ケ作306-225 connectbridge2021□gmail.com

590 22104032 山崎 拓 一般建築物 635 - 0003 奈良県 大和高田市土庫160-1 5848.1982.11.20□ezweb.ne.jp

591 21102921 伊藤 昌人 一般建築物 272 - 0815 千葉県 市川市北方1-14-21 

592 21102322 中野 雄士 一般建築物 270 - 2203 千葉県 松戸市六高台4-92-1 近鉄ハイツ六実107 info□souwa2015.com
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593 22104251 植木 勇一 一般建築物 株式会社植木工務店 660 - 0881 兵庫県 尼崎市昭和通1丁目12-13 info□refine-uekikoumuten.com

594 22103987 本間 昌幸 一般建築物 株式会社ジェイ環境開発 132 - 0031 東京都 江戸川区松島4-39-14 jkk.homma□gmail.com

595 21102875 市原 祐貴 一般建築物 株式会社友進 264 - 0012 千葉県 千葉市若葉区坂月町207-2 

596 21103147 松矢 尚 一般建築物 631 - 0811 奈良県 奈良市秋篠町 1181-7 kourui55ma-ka.1214□docomo.ne.jp

597 21100713 駒崎 文隆 一般建築物 やんま株式会社 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜2-3-7 

598 22104536 平野 剛 一般建築物 株式会社ＨＯＰＥ 550 - 0002 大阪府 大阪市西区江戸堀1-20-11 肥後橋建和ビル3階 tsuyoshi.h□hope-plan.com

599 21102228 加藤 陽介 一般建築物 株式会社 キンジ・ワークス 174 - 0071 東京都 板橋区常盤台4-31-5 

600 21102323 中野 陵 一般建築物 株式会社　燈和 277 - 0945 千葉県 柏市しいの木台3-11-2 towa.remodeling□gmail.com

601 22103951 三木 大輔 一般建築物 ミヤマプランニング  -  奈良県  

602 21102787 君塚 貴大 一般建築物 株式会社ケイテイエス 296 - 0041 千葉県 鴨川市東町570 

603 22103596 田野 光春 一般建築物 ㈱レンタルサカエ  -  大阪府 吹田市南正雀1-20-20-1 

604 21101743 村竹 竜之介 一般建築物 有限会社 村竹工業 731 - 0222 広島県 広島市安佐北区可部東3-19-8 

605 21012221 鈴木 勇人 一般建築物 ホーム建材株式会社 465 - 0025 愛知県 名古屋市名東区上社4-162 h-suzuki□home-kenzai.co.jp

606 22104280 渡部 恭輔 一般建築物 株式会社二部工務店 176 - 0012 東京都 練馬区豊玉北3-6-22 第一大進マンション101号 kyousuke.w□jcom.zaq.ne.jp

607 22104227 増本 剛 一般建築物 株式会社吉田興業 165 - 0026 東京都 中野区新井3-14-7 t.yoshida□yoshida-kougyo.jp

608 22103692 藤田 朋子 一般建築物 株式会社藤田企画 352 - 0031 埼玉県 新座市西堀２－８－３ fujitakikaku-sincerity□mbr.nifty.com

609 22103697 下川原 孝典 一般建築物 不来方テクノ株式会社 188 - 0004 東京都 西東京市西原町5-2-24 info□kozukatatechno.com

610 22103870 城内 秀紀 一般建築物 小林建設(株) 418 - 0041 静岡県 富士宮市淀川町30-4 koba.c.c□giga.ocn.ne.jp

611 22103755 青木 大 一般建築物 株式会社藤田企画 203 - 0023 東京都 東久留米市南沢3-12-28 fujitakikaku-koujibu□mbr.nifty.com

612 22104228 仙波 弘行 一般建築物 仙波塗装工業株式会社 965 - 0022 福島県 会津若松市滝沢町3-71 

613 21103100 三戸 一浩 一般建築物 株式会社テクノ菱和 194 - 0036 東京都 町田市木曽東1-25-15 

614 21100702 藤山 昭生 一般建築物 株式会社キャンバスホーム 617 - 0812 京都府 長岡京市長法寺1-2 akio820210□yahoo.co.jp

615 22103693 池田 修治 一般建築物 イケ環境システム 177 - 0051 東京都 練馬区関町北 ikeda.zen□libra.zaq.jp

616 21102976 加藤 忍 一般建築物 法英興業 504 - 8054 岐阜県 各務原市蘇原野口町2-39-2 mama-521201□docomo.ne.jp

617 22103742 鈴木 慧 一般建築物 (有)三本木商店建設部 969 - 0403 福島県 岩瀬郡鏡石町久来石南 905-4 sanbongishouten□outlook.jp

618 21100582 石井 由紀 一般建築物 福井 672 - 8002 兵庫県 姫路市北原 yu.no.n_h□ezweb.ne.jp

619 22104433 木戸脇 敦 一般建築物 レオイ株式会社 506 - 0058 岐阜県 高山市山田町295-1 kidowaki.leoi□gmail.com

620 21101689 八木 宏樹 一般建築物 株式会社ワイジー 486 - 0918 愛知県 春日井市如意申町2-29-24 office.yg8□gmail.com

621 21100547 山田 博和 一般建築物 新明建設㈱ 356 - 0052 埼玉県 ふじみ野市苗間637-20 

622 21103128 髙橋 秀実 一般建築物 有限会社日本サニタリーコンサルタント 048 - 2562 北海道 小樽市蘭島2丁目139番地3号

623 21100181 藤田 善広 一般建築物 プレアデス株式会社 238 - 0111 神奈川県 三浦市初声町下宮田601-5 

624 21100380 志水 保次 一般建築物 （有）シミズワークス＆アソシエイツ 657 - 0837 兵庫県 神戸市灘区原田通３丁目８－７ info□shimizu-works.jp
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625 21102379 中山 道春 一般建築物 株式会社中山設備工房 669 - 1513 兵庫県 三田市三輪1-7-15-401

626 21100060 河端 しのぶ 一般建築物 株式会社アクティブクリエイト  -  京都府  

627 21100059 金森 俊二 一般建築物 株式会社アクティブクリエイト 571 - 0042 大阪府 門真市深田町7-20 activereate□sound.ocn.ne.jp

628 22103640 国本 暢行 一般建築物 株式会社静岡マテリアル 424 - 0816 静岡県 静岡市清水区真砂町5-23-401 mw89125□gmail.com

629 21102373 前田 浩康 一般建築物 422 - 8044 静岡県 静岡市駿河区西脇962-3 

630 22103610 藤田 重之 一般建築物 フジタリビング 433 - 8117 静岡県 浜松市中区高丘東4-19-23 fujita-livingu□juno.ocn.ne.jp

631 21102494 津布工 英樹 一般建築物 合同会社 BLUE ACT 524 - 0021 滋賀県 守山市吉身町134番地1-404 blue_act01□outlook.com

632 21102482 遠藤 志津子 一般建築物 ㈱オサコー建設 412 - 0043 静岡県 御殿場市新橋964-57 

633 22104022 竹山 和秀 一般建築物 有限会社　平工務店 437 - 1304 静岡県 掛川市西大渕4448-5 tairagi□sea.plala.or.jp

634 21103221 小池 文彦 一般建築物 株式会社　三勢 395 - 0812 長野県 飯田市松尾代田1452番地3 sansei.168□bb.wakwak.com

635 21103220 和田 貴雄 一般建築物 株式会社　三勢 395 - 0812 長野県 飯田市松尾代田1452番地3 sansei.168□bb.wakwak.com

636 22104080 柳澤 豊 一般建築物 株式会社ヤマト 433 - 8119 静岡県 浜松市中区高丘北1-1-1-705 

637 21103176 濵田 伸二 一般建築物 株式会社福伸 581 - 0832 大阪府 八尾市堤町3-27-8 shinji-hamada□fukushinn.com

638 21103177 泉 考治 一般建築物 株式会社福伸 581 - 0832 大阪府 八尾市堤町3-14-3 izumi.fukushinn8080□gmail.com

639 21100766 宋 英起 一般建築物 株式会社アイアップ 556 - 0003 大阪府 大阪市浪速区恵美須西3-13-35-501 i-up□outlook.jp

640 22103928 菊地 崇 一般建築物  -    

641 21102230 宇土 久徳 一般建築物 フランスベッド（株） 163 - 1105 東京都 新宿区西新宿新宿スクエアタワー５階 udo_hisanori□francebed.jp

642 22103932 冨山 雄一 一般建築物 株式会社 YAZAWA LUMBER 190 - 0022 東京都 立川市錦町６－１１－２５ tomiyama.yuichi□yazawa-l.com

643 21102447 小林 大地 一般建築物 株式会社　橋爪工務店 188 - 0012 東京都 西東京市南町4-14-7 

644 21103132 塩原　 真貴 一般建築物 株式会社Ｒｅｂｏｒｎ 381 - 2214 長野県 長野市稲里町田牧1327-7 shiohara□reborn-nagano.co.jp

645 22103597 萩下 雄介 一般建築物 株式会社　萩下工務店 639 - 2254 奈良県 御所市古瀬525-1 hagi□asm.ne.jp

646 21103161 淵岡 清司 一般建築物 NTTアーバンバリューサポート株式会社 347 - 0002 埼玉県 加須市外野497-1 

647 22103899 伏見 拓朗 一般建築物 株式会社クマヒラ 541 - 0056 大阪府 大阪市中央区久太郎町1-9-23 クマヒラ関西支社ビル fushimi□kumahira.co.jp

648 21103162 國次 誠 一般建築物 ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社 108 - 0023 東京都 港区芝浦3-4-1 グランパークタワー13階 makoto.kunitsugu.ey□ntt-us.com

649 22103572 桑田 秀幸 一般建築物 （株）ナンセイ　広域営業部 134 - 0083 東京都 江戸川区中葛西 

650 21103036 松井 元彦 一般建築物 株式会社エムエコロジーズ 656 - 2156 兵庫県 淡路市大町下615 mmoottoo0317□gmail.com

651 22103927 市岡 直彦 一般建築物 有限会社　オフィス増永 150 - 0021 東京都 渋谷区恵比寿西２－３－９ ＭＫＹ恵比寿ビル４０３ chintai□ofc-m.co.jp

652 22103793 大倉 義也 一般建築物 ㈱マサル工業 352 - 0024 埼玉県 新座市道場2-7-13 okura□masakou.jp

653 21102385 伊藤 雅敏 一般建築物 京阪ビルテクノサービス株式会社 573 - 1192 大阪府 枚方市西禁野1丁目3番35号 m-ito□keihan-bts.jp

654 21102549 矢曽 徳章 一般建築物 有限会社　べんりや 718 - 0017 岡山県 新見市西方2866-1 benriya3610□ybb.ne.jp

655 22104534 安永 忠博 一般建築物 安永解体工業株式会社 651 - 2111 兵庫県 神戸市西区池上2丁目5-16 ロフティ池上204号 yasunagakaitai□mp-m.dancf.net

656 22103806 明田川 公輔 一般建築物 株式会社小松工業 340 - 0834 埼玉県 八潮市大曽根1608 komatsukougyo2□yahoo.co.jp
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657 22103727 武藤 佑実 一般建築物 トヨダ建設株式会社 341 - 0018 埼玉県 三郷市早稲田2-25-3 info□misato-toyoda.com

658 21102537 一般建築物 株式会社 一真建設 615 - 0096 京都府 京都市右京区山ノ内五反田町16-10 info□kk-isshin.com

659 22103726 原山 紀和 一般建築物 トヨダ建設株式会社 341 - 0018 埼玉県 三郷市早稲田2-25-3 トヨダビル2階 info□misato-toyoda.com

660 21103099 鈴木 淳司 一般建築物 ㈱鈴木瓦店本店 191 - 0052 東京都 日野市東豊田2-15-10 info□suzukikawara.com

661 21103354 山田 真之 一般建築物 570 - 0011 大阪府 守口市金田町3-15-11 

662 22104184 草場 有那 一般建築物 有限会社　草場工業 453 - 0849 愛知県 名古屋市中村区稲西町27-3 mi-yuna.938□docomo.ne.jp

663 21102569 伊井田 誠貴 一般建築物 株式会社東邦開発 612 - 8421 京都府 京都市伏見区竹田桶ノ井町18 toho1110□tohokaihatsu.com

664 22104595 樋上 晴宣 一般建築物 ㈱グランデ 567 - 0895 大阪府 茨木市玉櫛 grande.ibaraki□gmail.com

665 21102809 倉持 太郎 一般建築物 278 - 0006 千葉県 野田市柳沢305-9 arkcom0626□gmail.com

666 21101864 鴨﨑 透 一般建築物 誠和興業 802 - 0051 福岡県 北九州市小倉北区黒原2-12-19 seiwa.tooru.kamosaki□gmail.com

667 22104616 東 崇史 一般建築物 株式会社　東建設 929 - 0441 石川県 河北郡津幡町東荒屋396 azuma1520□m2.spacelan.ne.jp

668 22104109 木下 潤一 一般建築物 有限会社　木下材木店 350 - 0258 埼玉県 坂戸市北峰65-1 nagakiyawood□yellow.plala.or.jp

669 21103045 則川 浩二 一般建築物 有限会社　メディアモービル 731 - 3164 広島県 広島市安佐南区伴東 7-36-8 norikawa□media-mobil.jp

670 21102446 皆川 翔 一般建築物  -    

671 21102881 佐野 高志 一般建築物 佐野組 470 - 0371 愛知県 豊田市御船町山屋敷89-30 sanogumi_sano□yahoo.co.jp

672 22103724 眞田 李咲 一般建築物 トヨダ建設株式会社 341 - 0018 埼玉県 三郷市早稲田2-25-3 豊田ビル2階 info□misato-toyoda.com

673 22104344 新田 桂丈 一般建築物 631 - 0804 奈良県 奈良市神功5-2-29 info□kansai-s.co.jp

674 22103460 仲本 靖 一般建築物 株式会社　大光 290 - 0002 千葉県 市原市大厩1170-3 

675 21102785 堀口 紀彰 一般建築物 CROSSROAD合同会社 270 - 1408 千葉県 白井市西白井 crossroad20201102□gmail.com

676 22103457 山邉 朋昭 一般建築物 （株）リアース　東京営業所 173 - 0026 東京都 板橋区中丸町5-6 オクトピア池袋201 kaitai.yamabe□gmail.com

677 21103279 住友 喜祐 一般建築物 株式会社日本ハウスホールディングス 564 - 0051 大阪府 吹田市豊津町5-11 アミルV番館101 y.sumitomo□nihonhouse-hd.co.jp

678 21103280 林 裕之 一般建築物 株式会社日本ハウスホールディングス 631 - 0846 奈良県 奈良市平松 5-25-24 thayashi27□nihonhouse-hd.co.jp

679 21101504 鈴木 弘信 一般建築物  -    h-suzuki□drc.sekisuihouse.co.jp

680 22103659 西澤 英之 一般建築物 有限会社ウエスト設備 522 - 0074 滋賀県 彦根市大東町 セトルタワー2003 hide.06.15.04.20□gmail.com

681 22104331 松浦 孝彦 一般建築物 株式会社和晃堂 498 - 0031 愛知県 弥富市平島町甲新田76-3 SkyCourt2-102 wakoudou251□gmail.com

682 21102937 半﨑 大樹 一般建築物 891 - 0150 鹿児島県 鹿児島市坂之上七丁目26-14-1 

683 22103373 蜂須賀 大策 一般建築物 株式会社プラスエス 581 - 0882 大阪府 八尾市恩智北町2-18-1-A102 plussinqcc□gmail.com

684 22104653 植田 正彦 一般建築物 植田工務店 633 - 0004 奈良県 桜井市朝倉台西３丁目１０９３－３１ ueda3150□gmail.com

685 21103235 久保田 佳成 一般建築物 有限会社 クボタ創建 834 - 0122 福岡県 八女郡広川町一條802-5 

686 22103691 欠端 哲也 一般建築物 株式会社  カケハタ 194 - 0043 東京都 町田市成瀬台3-2-7 tetsuya.k6914□gmail.com

687 21200095 髙木 圭介 一戸建て等 株式会社ワーキングビー 581 - 0017 大阪府 八尾市高美町5-4-37 takaki□w-bee.con

688 21100650 辻 尚人 一般建築物 有限会社三栄テックス 670 - 0803 兵庫県 姫路市城見台2-1111-373 info□saneitecs.jp
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689 22104960 中島 一也 一般建築物 489 - 0877 愛知県 瀬戸市東赤重町1丁目61番地 

690 22103594 砂田 重樹 一般建築物 株式会社NITTOH　岐阜営業所 504 - 0021 岐阜県 各務原市那加前洞新町四丁目185 shigeki.sunada□nittoh-info.co.jp

691 22103869 森山 英樹 一般建築物 京セラコミュニケーションシステム（株）  -    

692 22103627 楢本 伸夫 一般建築物 ナラモトノブオ 381 - 0104 長野県 長野市若穂牛島509-1 n.naramoto□narakou.co.jp

693 21102783 齊藤 真宏 一般建築物 350 - 2202 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷152-10 info□maruyoshi-k.jp

694 22103458 屋良 公一 一般建築物 コクヨ（株） 108 - 8710 東京都 港区港南 １丁目８－３５（高輪郵便局私書箱第２６号）

695 22103922 原井 啓介 一般建築物 株式会社建成 336 - 0931 埼玉県 さいたま市緑区原山3-18-9-1F harai□kensei2009.co.jp

696 21101827 内田 聖人 一般建築物 タカラ産業株式会社 708 - 0843 岡山県 津山市国分寺118-4 info□takara-s.jp

697 21101970 鈴木 秀樹 一般建築物 株式会社 マイシン工業 354 - 0041 埼玉県 入間郡三芳町藤久保892-6 

698 21102324 村田 隼也 一般建築物 村田工業 013 - 0063 秋田県 横手市婦気大堤字街道下1-1 

699 21101969 加藤 猛 一般建築物 株式会社　マイシン工業 354 - 0041 埼玉県 入間郡三芳町藤久保892-6 info□maishin-k.co.jp

700 22104034 松山 延良 一般建築物 ホームエイド株式会社 577 - 0006 大阪府 東大阪市楠根3-14-6 グランドールK102

701 22104403 寺嶋 孝 一般建築物 寺嶋開発㈱ 377 - 0804 群馬県 吾妻郡東吾妻町岩井1036-3 

702 21103218 竹下 希 一般建築物 277 - 0862 千葉県 柏市篠籠田 1108-8 nozomu_takeshita□tte-net.com

703 21102306 黒田 真 一般建築物 住まい価値設計株式会社 854 - 0081 長崎県 諫早市栄田町20-31 sugiyama□kuroda-co.com

704 21103259 佐藤 雅則 一般建築物 株式会社inxs 143 - 0027 東京都 大田区中馬込2-7-12 

705 22103715 桝谷 晃 一般建築物 株式会社　ベターライフ 604 - 8842 京都府 京都市中京区壬生土居ノ内町３１ 

706 22103541 長島 英則 一般建築物  -    nagasima□taiseicompany.co.jp

707 22104182 近藤 めぐみ 一般建築物 株式会社アステツ建設 455 - 0077 愛知県 名古屋市港区小割通1-3-1 センチュリープラザ小碓通D asutetsu55□asutetsu.co.jp

708 22103714 田中 浩司 一般建築物 田中瓦工業有限会社 634 - 0844 奈良県 橿原市土橋町329-1 info□tanakakawara.co.jp

709 21101765 齊藤 伸治 一般建築物 株式会社　立建 702 - 8025 岡山県 岡山市南区浦安西町32番地21 1100□rikken.org

710 21101768 太田 和紀 一般建築物 株式会社　立建 702 - 8025 岡山県 岡山市南区浦安西町32番地21 

711 21101766 浦邊 重算 一般建築物 株式会社　立建 702 - 8025 岡山県 岡山市南区浦安西町32番地21 

712 22104329 梅田 隆司 一般建築物 株式会社　真司工業 514 - 0101 三重県 津市白塚町2440 shinshi-co□outlook.jp

713 21102518 神田 康宏 一般建築物 株式会社スウィートホーム住宅サービス 151 - 0053 東京都 渋谷区代々木4-62-16 朝日プラザ代々木山手101 y.kanda□sweet-home.co.jp

714 21100690 松本 吉弘 一般建築物 株式会社　晴陽 653 - 0032 兵庫県 神戸市長田区苅藻通7-4-1 kabuharuhi□yahoo.co.jp

715 21103286 首藤 伸輔 一般建築物 株式会社大菱産業 870 - 1112 大分県 大分市下判田 daibishi□arrow.ocn.ne.jp

716 22103477 青柳 延幸 一般建築物 野村不動産パートナーズ株式会社 350 - 0023 埼玉県 川越市並木41-8 simssims19761012□softbank.ne.jp

717 21100930 大谷 誠 一般建築物 700 - 0083 岡山県 岡山市北区津島新野2丁目３－２７－２ 

718 21102596 内川 真司 一般建築物 株式会社ジックス 170 - 0004 東京都 豊島区北大塚1-18-11 大塚KYビル6F uchikawa□kk-zyx.co.jp

719 21102080 豊廣 誠 一般建築物 シュウセイ産業株式会社 750 - 0312 山口県 下関市菊川町下大野436-1 syuseisangyou□clock.ocn.ne.jp

720 21102941 須澤 良則 一般建築物 有限会社須澤インテリアサービス 700 - 0951 岡山県 岡山市北区田中635-1 
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721 21102732 吉村 信二 一般建築物 西松建設（株）西日本支社 540 - 8515 大阪府 大阪市中央区釣鐘町 ２丁目４－７

722 21102695 佐藤 圭一 一般建築物 187 - 0004 東京都 小平市天神町3-3-1-1 

723 22104171 笹久保 誠 一般建築物 砂川建設株式会社 190 - 0031 東京都 立川市砂川町5-17-8 

724 22104125 前田 勉 一般建築物 有限会社Ｔ・Ｎクリーン 494 - 0018 愛知県 一宮市冨田字下本郷３番地２ info□tn-clean.com

725 21102478 田口 久勝 一般建築物  -  東京都  hisaka2t□gmail.com

726 22103655 萩原 一成 一般建築物 不二商栄株式会社 562 - 0031 大阪府 箕面市小野原東4-22-12 メイプルコート 202号 fujishouei222□gmail.com

727 21102335 志村 彰彦 一般建築物 株式会社志村商店 416 - 0944 静岡県 富士市横割3-6-44 ｼﾑﾗﾋﾞﾙ3F

728 22103823 赤星 修太 一般建築物 有限会社スルガグリーン 417 - 0822 静岡県 富士市神谷新町279 アピタエンドウB-2 surugagreen□ai.tnc.ne.jp

729 22103825 赤星 理絵 一般建築物 有限会社スルガグリーン 417 - 0822 静岡県 富士市神谷新町279 アピタエンドウB-2 redstar279□outlook.jp

730 22103824 瀧澤 敏裕 一般建築物 有限会社スルガグリーン 417 - 0831 静岡県 富士市東柏原新田145番地の1 メールワン東建103号 surugagreen□gmail.com

731 22103982 石山 達也 一般建築物 株式会社石山工業 338 - 0824 埼玉県 さいたま市桜区上大久保684-19 

732 21102376 村尾 智之 一般建築物 株式会社　ムラオ 661 - 0046 兵庫県 尼崎市常松 1丁目18-3 aid31501□bca.bai.ne.jp

733 22104061 橋本 泰侍 一般建築物 (有)イシカワ興業 335 - 0021 埼玉県 戸田市新曽1338-1 ishikawakogyo□chime.ocn.ne.jp

734 22104290 加地 保弘 一般建築物 加地建設株式会社 142 - 0053 東京都 品川区中延4-6-46 グランドライン6,１階 p.yasu□kaji-gl.com

735 21102559 辻 友仁 一般建築物 セコム株式会社 253 - 0082 神奈川県 茅ヶ崎市香川6-20-22-15 black-box-g2□ezweb.ne.jp

736 21102450 杉原 洋一朗 一般建築物 （株）大隆 245 - 0051 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町2361-7 ysugihara□dairyu.biz

737 21101386 池谷 裕之 一般建築物 鹿島建物総合管理（株） 336 - 0015 埼玉県 さいたま市南区太田窪５－２８ー２６ 3224012301□jcom.home.ne.jp

738 22103422 加藤 克巳 一般建築物 株式会社カナジュウコーポレーション 246 - 0037 神奈川県 横浜市瀬谷区橋戸 1-22-12 reform□citygas.co.jp

739 21101613 小川 伸司 一般建築物 株式会社　小川工務店 221 - 0001 神奈川県 横浜市神奈川区西寺尾2-30-21 ogawa□daiku-koubou.com

740 21103046 丸山 拓也 一般建築物 株式会社　丸中工務店 123 - 0841 東京都 足立区西新井1-22-3 

741 22104068 木村 勇大 一般建築物 ワイクラウド　株式会社 243 - 0217 神奈川県 厚木市三田南3丁目9-2 kimura□y-kroud.com

742 22103873 三上 尚王 一般建築物  -    vkh90050□als.kansai.co.jp

743 21102275 金子 誠司 一般建築物 株式会社KANEKO 581 - 0822 大阪府 八尾市高砂町4-10-2 k.kaneko_□outlook.jp

744 22103933 北濃 菜穂子 一般建築物 株式会社ヨコソー 241 - 0005 神奈川県 横浜市旭区白根8-9-3 レーベンリヴァーレ横濱鶴ヶ峰ヒルズ115号

745 22104506 大塚 健太郎 一般建築物 エーゼン大塚建設 135 - 0034 東京都 江東区永代2-36-15 第2馬田ビル1階 info□azen-o.com

746 21300003 渡邉 徳三 一般建築物 302 - 0105 茨城県 守谷市薬師台4-13-33 

747 21102519 神田 秀太郎 一般建築物 株式会社スウィートホーム住宅サービス 151 - 0053 東京都 渋谷区代々木4-62-16 s.kanda□sweet-home.co.jp

748 22103977 松﨑 勝利 一般建築物 株式会社リペイルアルファ 132 - 0003 東京都 江戸川区春江町2-39-14 サングロリー３０２ matsuzaki□repailealpha.com

749 22200327 川口 裕治 一戸建て等 ミサワリフォーム中部株式会社 510 - 0826 三重県 四日市市赤堀2-6-19 

750 21103260 丹野 礼文 一般建築物 ㈱ｼﾞｰｴﾑ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　 344 - 0011 埼玉県 春日部市藤塚1948-9 tanno.gmc□gmail.com

751 22200298 朝日 淳 一戸建て等  -    

752 22105419 倭文 誠 一般建築物 株式会社 深澤建装 329 - 2121 栃木県 矢板市荒井615-16 fukasawaks7175□gmail.com
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753 22103844 西川 哲也 一般建築物 関西ペイント販売株式会社 661 - 0041 兵庫県 尼崎市 vos90007□als.kansai.co.jp

754 21101389 菊池 昭秀 一般建築物 ヤマショウ菊池工業  -  静岡県 富士市 

755 22300013 三上 準一 一般建築物 196 - 0004 東京都 昭島市緑町 1-8-12

756 21101324 鈴木 巧哉 一般建築物 有限会社　信栄  -    shinei1229□gmail.com

757 22104102 吉田 真司 一般建築物 株式会社ツル建 805 - 0050 福岡県 北九州市八幡東区春の町3-10-17 オーブ春の町310 tsuruken1979□outlook.jp

758 22104101 久森 弘嗣 一般建築物 株式会社ツル建 804 - 0063 福岡県 北九州市戸畑区正津町9-4 tsuruken1979□outlook.jp

759 22103531 杉山 博一 一般建築物 株式会社クラレ　岡山事業所 702 - 8601 岡山県 岡山市南区海岸通1-2-1 

760 22103942 石川 利恵 一般建築物 セントケア東京株式会社 104 - 0032 東京都 中央区八丁堀 rie.ishikawa□saint-care.com

761 21101108 植田 正樹 一般建築物 818 - 0139 福岡県 太宰府市宰都2-9-26 ma_bou□d3.dion.ne.jp

762 22103380 栗丸 昭幸 一般建築物 有限会社栗丸工業 830 - 0105 福岡県 久留米市三潴町草場95 

763 22104837 伊勢谷 賢司 一般建築物  -    

764 22104918 櫛野 正博 一般建築物 栄幸建設工業株式会社 165 - 0025 東京都 中野区沼袋 2-3-4　第7さかえビルB1F masahirokushino_1102□yahoo.co.jp

765 21101126 杉田 和美 一般建築物  -    

766 21102171 秋山 敬介 一般建築物 ㈱日本プロテック 802 - 0056 福岡県 北九州市小倉北区黒住町24-18 日本プロテックビル3F japan-protech□mua.biglobe.ne.jp

767 21103150 石本 尚寛 一般建築物 明星工業株式会社　佐賀営業所 847 - 0022 佐賀県 唐津市鏡3614-5 

768 22104043 戸坂 哲哉 一般建築物 有限会社風伯 807 - 0827 福岡県 北九州市八幡西区楠木 tetuya25887089□yahoo.co.jp

769 22105725 市川 武 一般建築物 市川製瓦株式会社 519 - 0321 三重県 鈴鹿市深溝町3173-15 ichikawaseiga1113□gmail.com

770 22105158 岩佐 智好 一般建築物 株式会社岩佐塗装 699 - 1245 島根県 雲南市大東町養賀784-5 

771 21102073 出竿 忠宏 一般建築物 京都パナホーム株式会社 607 - 8357 京都府 京都市山科区西野櫃川町50-1 

772 22103648 藤田 初夫 一般建築物 スマッシュワーク 486 - 0917 愛知県 春日井市美濃町3丁目56番地 メゾンウィングⅡ303号

773 22104643 近藤 敦子 一般建築物 K&Ｙ工業 481 - 0045 愛知県 北名古屋市中之郷八反66-2 fatsaliibo□hotmail.com

774 22105046 恩田 正孝 一般建築物 恩田建設株式会社 502 - 0005 岐阜県 岐阜市岩崎887-2 

775 22105373 柴田 憲吾 一般建築物 463 - 0071 愛知県 名古屋市守山区新守町 kengo□shibata.name

776 22104493 田中 勝巳 一般建築物 株式会社リフォームやました 243 - 0801 神奈川県 厚木市上依知１３６３\x{2212}１ 

777 22104877 沖野 圭吾 一般建築物  -    shigeno□okinosetsubi.com

778 22105645 澤井 文仁 一般建築物 沢井建設株式会社 509 - 0104 岐阜県 各務原市各務おがせ町３\x{2212}１７１ 

779 21001511 小崎 覚 一般建築物 有限会社メビウス技建 503 - 0906 岐阜県 大垣市室町1丁目22番地 kosaki□he.mirai.ne.jp

780 22105540 山地 和彦 一般建築物 株式会社アークル 575 - 0054 大阪府 四條畷市中野新町15-9 ky□i-arcle.com

781 22103605 堀田 有希 一般建築物 YRT株式会社 490 - 1142 愛知県 海部郡大治町三本木村部91 yrtlimited□gmail.com

782 22104579 城山 進悟 一般建築物 株式会社ACE 454 - 0013 愛知県 名古屋市中川区八熊3-6-5 ace.shiroyama616□gmail.com

783 22103394 片山 隆二 一般建築物 株式会社　中村工務店 482 - 0032 愛知県 岩倉市井上町種畑46番 r.katayama□nakakou.com

784 22300022 平山 泰士 一般建築物 株式会社泰平 413 - 0101 静岡県 熱海市上多賀529-1 
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785 21101850 原 聖 一般建築物 有限会社熊澤工業 481 - 0014 愛知県 北名古屋市井瀬木高畑162 

786 21101851 椎葉 貴信 一般建築物 有限会社熊澤工業 481 - 0014 愛知県 北名古屋市井瀬木高畑162 

787 21102506 成田 徹 一般建築物 有限会社ナリタ重機 179 - 0076 東京都 練馬区土支田2-31-32 post□narita-juki.com

788 22105051 越智 英志 一般建築物 有限会社　山乃花工業 794 - 0041 愛媛県 今治市松本町5丁目1-44 qq85534w9□forest.ocn.ne.jp

789 22105008 井上 武彦 一般建築物 株式会社リフォームやました 243 - 0801 神奈川県 厚木市上依知1361-1 

790 22106054 松岡 秀治 一般建築物 株式会社トラストスキル 533 - 0005 大阪府 大阪市東淀川区瑞光1-3-11 

791 21100963 佐藤 文康 一般建築物 株式会社　ビリーブ 671 - 1511 兵庫県 揖保郡太子町太田 

792 22104652 原﨑 哲治 一般建築物 （株）冨田組 646 - 0056 和歌山県 田辺市芳養松原２丁目２９-1 t-harasaki□tomita-gumi.co.jp

793 22106926 梅村 和彦 一般建築物 有限会社　梅村板金 520 - 1234 滋賀県 高島市安曇川町四津川774 

794 21100946 小東 直幸 一般建築物 ㈱コヒガシ 629 - 3410 京都府 京丹後市久美浜町78-4 nao□kohigashi.com

795 22105268 加藤 彰 一般建築物 加藤工業（株） 193 - 0934 東京都 八王子市小比企町531 

796 22105657 中村 一馬 一般建築物 旭瓦 520 - 1501 滋賀県 高島市新旭町旭458-1 

797 22105542 今野 悟 一般建築物 今野建築 470 - 0331 愛知県 豊田市平戸橋町 

798 22105127 荘司 純 一般建築物 荘司マンション管理士事務所 227 - 0055 神奈川県 横浜市青葉区つつじが丘10-13 banto□nifty.com

799 22105352 石川 俊 一般建築物 株式会社　ロイ 226 - 0019 神奈川県 横浜市緑区中山 1-14-10 1F

800 22105024 染谷 直弥 一般建築物 株式会社　染谷建築板金工業 203 - 0023 東京都 東久留米市南沢3-13-20 someya□someban.com

801 22300023 矢追 健太 一般建築物  -    

802 22105760 竹村 守 一般建築物 竹村瓦店 524 - 0042 滋賀県 守山市焔魔堂町176 takemurakawara0913□gmail.com

803 22104597 浜口 英樹 一般建築物 大成建設㈱ 590 - 0503 大阪府 泉南市新家 3365-365 hideki-h□ce.taisei.co.jp

805 21100530 塩田 和博 一般建築物 大和ハウス工業株式会社 583 - 0025 大阪府 藤井寺市春日丘新町1-33 siora□daiwahouse.jp

806 22105346 信田 勝弘 一般建築物 株式会社　正安 314 - 0132 茨城県 神栖市筒井2-2 

807 22105350 小川 澄明 一般建築物 株式会社柿沼板金所 270 - 0237 千葉県 野田市中里454 

808 21103039 近藤 悦子 一般建築物 株式会社東毀  -    

809 22105557 松野 城士 一般建築物 株式会社マツノ 527 - 0103 滋賀県 東近江市湯屋町1263-1 

810 22105820 養覚 敏治 一般建築物 養覚瓦店 520 - 0247 滋賀県 大津市仰木3-8-13 

811 22105656 加藤 久幸 一般建築物 有限会社　加藤建材 520 - 3043 滋賀県 栗東市林429 yane□katokenzai.jp

812 22104600 杉村 孝治 一般建築物 合同会社アシスト 526 - 0032 滋賀県 長浜市南高田町706 assist2021□leto.eonet.jp

813 22106046 冨田 忠夫 一般建築物 冨田瓦店 529 - 1653 滋賀県 蒲生郡日野町三十坪 juv4maq7yj9uyy8qut73□docomo.ne.jp

814 21102802 柴田 隆志 一般建築物 建物本舗株式会社 105 - 0014 東京都 港区芝２丁目１ー３２ ＫＳＪビル ７階

815 22106197 青木 貞之 一般建築物 青木瓦店 525 - 0015 滋賀県 草津市集町 4

816 22104239 永井 大隆 一般建築物 TOTOメンテナンス株式会社 272 - 0034 千葉県 市川市市川1-19-21 ヴィラ仲田003

817 21100691 河野 雄彦 一般建築物 株式会社　太平環境科学センター 812 - 0863 福岡県 福岡市博多区金の隈2-2-31 
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818 22105140 根本 敬大 一般建築物 白金測量事務所株式会社 183 - 0014 東京都 府中市是政2-38-58 info□shirokanesokuryou.co.jp

819 22105138 池田 啓介 一般建築物 株式会社ケイアイシー 181 - 0005 東京都 三鷹市中原4-24-4 k-ikeda88□nifty.com

820 22105139 慶田花 悟 一般建築物  -    

821 22105141 治郎丸 令 一般建築物 白金測量事務所株式会社 183 - 0014 東京都 府中市是政2-38-58 info□shirokanesokuryou.co.jp

822 22105142 長谷川 洋 一般建築物  -    

823 22105952 髙阪 佳純 一般建築物 株式会社高阪鈑金工業 520 - 0113 滋賀県 大津市坂本3-9-3 info□kousaka.jp

824 22105448 小山 雄太 一般建築物 合同会社サン・アールト 252 - 0003 神奈川県 座間市ひばりが丘5-2-1 y.koyama.rrr□gmail.com

825 22105147 山本 信二 一般建築物 山本労働安全コンサルタント事務所 418 - 0044 静岡県 富士宮市大中里1713-1 

826 22105453 松田 雅嗣 一般建築物 有限会社マツダ工業 194 - 0015 東京都 町田市金森東2-10-24 matsuda1□r-matsuda.com

827 22104786 清野 秀実 一般建築物 285 - 0854 千葉県 佐倉市上座577-38 

828 22105701 松本 重芳 一般建築物 有限会社共和木材 350 - 0323 埼玉県 比企郡鳩山町小用1217-4 

829 22105030 鈴木 孝英 一般建築物 合資会社　鈴木建材店 293 - 0036 千葉県 富津市千種新田375-7 

830 22105143 島田 孝一 一般建築物 シマダ住装サービス 329 - 4216 栃木県 足利市迫間町757 sim-reform1999□nifty.com

831 22105608 山村 洋介 一般建築物 株式会社ヤマムラ 245 - 0016 神奈川県 横浜市泉区和泉町3144 info□yama-mura.jp

832 22105455 石橋 邦彦 一般建築物 株式会社　システム 252 - 0328 神奈川県 相模原市南区麻溝台3507-1 sisutemu_k□yahoo.co.jp

833 22105354 田村 斗哉 一般建築物 東京パワーテクノロジー株式会社 267 - 0066 千葉県 千葉市緑区あすみが丘2-2-3 ビバリーヒルズ2-103 tamura-toya□tokyo-pt.co.jp

834 22106642 長谷川 領作 一般建築物 ヤマト物流株式会社 272 - 0014 千葉県 市川市田尻1-11-1 

835 21100917 原田 一輝 一般建築物 東島断熱株式会社 534 - 0025 大阪府 大阪市都島区片町2丁目7-15 k-harada□tohjima.com

836 22105280 本橋 修一 一般建築物 吉建工業㈱ 192 - 0001 東京都 八王子市戸吹町96-2 

837 22105011 太田 信宏 一般建築物 株式会社太田解体興業 192 - 0004 東京都 八王子市加住町2-144-50 otakaitai01□docomo.ne.jp

838 22104447 森 寿子 一般建築物 森工務店 593 - 8322 大阪府 堺市西区津久野町3丁32番18号 

839 22104929 松本 久男 一般建築物 185 - 0002 東京都 国分寺市東戸倉 h-matsumoto□town-group.jp

840 22106833 野田 直希 一般建築物 Homebase株式会社 480 - 1113 愛知県 長久手市山野田1314 

841 22105811 梅津 春佳 一般建築物 うめつ建築 441 - 0105 愛知県 豊川市伊奈町 ume-ken□kir.jp

842 22106409 平田 智裕 一般建築物 株式会社ヒラタプランニング  -    tomohiro□hiratatosou.co.jp

843 22106113 蓮佛 貴正 一般建築物 ㈱大善 675 - 1112 兵庫県 加古郡稲美町六分一 1178-500 greatren_happyman□yahoo.co.jp

844 22104884 内藤 弘幸 一般建築物 株式会社　内藤建設 471 - 0019 愛知県 豊田市高橋町1-125 naito-kensetsu□hm.aitai.ne.jp

845 22103609 松本 理一 一般建築物 東新工業有限会社 503 - 1261 岐阜県 養老郡養老町鷲巣1618-17 

846 22106361 北川 信幸 一般建築物 520 - 0861 滋賀県 大津市石山寺５丁目10ー56 

847 22200276 伊藤 博勝 一戸建て等 ミサワリフォーム中部株式会社 470 - 0007 愛知県 名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄 hirokatsu_ito□home.misawa.co.jp

848 22104953 山﨑 春彦 一般建築物 株式会社ウチヤマ 445 - 0001 愛知県 西尾市高落町河原前14番地４ u-tfc□sirius.ocn.ne.jp

849 22105056 中村 直也 一般建築物 株式会社　榎本工務店 519 - 4325 三重県 熊野市有馬町５７３３番地の１ enomoto1□bronze.ocn.ne.jp
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850 22104878 間野 明 一般建築物 株式会社東商マテリアル 490 - 1411 愛知県 弥富市善太町後南735 tosho_material□xj.commufa.jp

851 22106312 山本 通正 一般建築物 ワイエム総建-is more. 464 - 0096 愛知県 名古屋市千種区下方町7-34-3 リムロックハウス覚王山2A ym_souken□nifty.com

852 22105382 増田 新 一般建築物 株式会社　中村工務店 482 - 0032 愛知県 岩倉市井上町種畑46番地 a.masuda□nakakou.com

853 21101396 芥川 由加利 一般建築物  -    uyuru.camp□gmail.com

854 22105134 牧野 慶典 一般建築物 株式会社ADMIRATION  -  東京都 品川区 info□ltd-admiration.com

855 21100776 吉留 滉貴 一般建築物 824 - 0104 福岡県 京都郡みやこ町綾野１２７ yoshi1□m01.isp-wan.net

856 21101305 吉留 和己 一般建築物 吉留建設 824 - 0104 福岡県 京都郡みやこ町綾野１２７ yoshi1□m01.isp-wan.net

857 22106410 市川 秀明 一般建築物 株式会社ヒラタプランニング 436 - 0076 静岡県 掛川市塩町2-5 ichikawa□hiratatosou.co.jp

858 22105085 諸岡 隆之 一般建築物 株式会社モロオカ 599 - 8233 大阪府 堺市中区大野芝町137-6 morooka□galaxy.ocn.ne.jp

859 22105331 山元 邦男 一般建築物 株式会社　サンゲン 607 - 8135 京都府 京都市山科区大塚野溝町23の21 sangen□outlook.jp

860 22106051 陰山 寿一 一般建築物 株式会社大林組 553 - 0001 大阪府 大阪市福島区海老江1-11-2 グリーンシティ大阪2号棟1105号 kageyama.hisakazu□obayashi.co.jp

861 22105086 兼上 雅宏 一般建築物 なごみ建設株式会社 659 - 0023 兵庫県 芦屋市大東町10-12 フロンテージ芦屋　115号

862 22105314 青山 幸司 一般建築物 ㈱チェスト 497 - 0048 愛知県 海部郡蟹江町舟入一丁目501 

863 22105669 中道 幹雄 一般建築物 株式会社中道メディカル 571 - 0043 大阪府 門真市桑才新町12-4 mikio□nakamichi-medical.co.jp

864 22106133 岡村 俊仁 一般建築物 547 - 0025 大阪府 大阪市平野区瓜破西 

865 22103504 渡邉 聡 一般建築物 有限会社　門脇工務店 685 - 0104 島根県 隠岐郡隠岐の島町都万1773-2 kd-wata□tx.miracle.ne.jp

866 22105563 小宮 博一 一般建築物 株式会社笑福建工 577 - 0808 大阪府 東大阪市横沼町3丁目12番13号 

867 22105670 柏原 亨子 一般建築物 アールエスプランニング 523 - 0815 滋賀県 近江八幡市若葉町3丁目1795-11 mochimochimochi0206□yahoo.co.jp

868 22104737 曽奈 啓之 一般建築物 関西リニューアル有限会社 553 - 0003 大阪府 大阪市福島区福島6丁目5-18-402 kansai-renewal□kdn.biglobe.ne.jp

869 22104076 神谷 昌利 一般建築物 株式会社Aoba 472 - 0022 愛知県 知立市山屋敷町富士塚1-14 カーサ・S303 m-kamiya□k-aoba.co.jp

870 22107022 大舩人 真紀 一般建築物 レスタホームセン 563 - 0021 大阪府 池田市畑4-6-19 restahome.sen□gmail.com

871 22103915 和田 洋一 一般建築物 和田建設株式会社 811 - 1213 福岡県 那珂川市中原3-136 info□wada-home.sakura.ne.jp

872 22107197 町田 敬洋 一般建築物 株式会社沖縄総合建設 904 - 0417 沖縄県 国頭郡恩納村真栄田2971-1 machida□sogo-kensetsu.okinawa

873 22105731 野本 雅義 一般建築物 三景クリエイション 446 - 0051 愛知県 安城市箕輪町鳥屋金１１６－１ 

874 22107198 遠藤 輝久 一般建築物 株式会社沖縄総合建設 904 - 0417 沖縄県 国頭郡恩納村真栄田2971-1 info□sogo-kensetsu.okinawa

875 22104475 植村 和広 一般建築物 ﾐｻﾜﾘﾌｫｰﾑ九州株式会社 807 - 0855 福岡県 北九州市八幡西区松寿山3-17-12 

876 22105485 黒野 良峰 一般建築物 佐藤工業株式会社　名古屋支店 444 - 0524 愛知県 西尾市吉良町荻原川畑51番地1 

877 22104018 三嶋 均 一般建築物 ウッド・アート・スタジオ株式会社 444 - 0076 愛知県 岡崎市井田町稲場2-1 hm□morinotakumi.com

878 22103444 三好 哲男 一般建築物 株式会社ワンステップ山口 754 - 0211 山口県 美祢市美東町大田5505 info□1step-yamaguchi.com

879 22106123 河村 道広 一般建築物  -    info□asakawa-ken.co.jp

880 22105671 山本 秀将 一般建築物 ウィークエンドハウス株式会社 573 - 0013 大阪府 枚方市星丘3-1-17 飯田ビル info□weekend-house.jp

881 21102744 中西 稔史 一般建築物 有限会社ケイエイチ・リサイクル 272 - 0138 千葉県 市川市南行徳3-4-10 khr_k□beach.ocn.ne.jp
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882 22104189 円城 朋晃 一般建築物 株式会社　ユニバーサル建設  -    t_enjyo□univ-const.co.jp

883 22104264 太夫本 勇 一般建築物 株式会社長崎材木店 811 - 3101 福岡県 古賀市天神5-10-3 nogami□howsetop.com

884 22104859 伊藤 太樹 一般建築物 東京管工機材株式会社 121 - 0076 東京都 足立区平野2-8-2 ito-tokan□key.ocn.ne.jp

885 21200037 張間 一成 一戸建て等 ハリマ建築 038 - 0021 青森県 青森市安田近野116-18 

886 21102923 田中 伸一 一般建築物 NDK総合サービス株式会社  -    

887 22103592 藤島 麗美 一般建築物 エヌエス環境株式会社 三重営業所 514 - 0823 三重県 津市半田3438番地の88 fujishima-r□ns-kankyo.co.jp

888 22103961 内田 泰郁 一般建築物 （株）ユーイングビジネスサポート 802 - 0064 福岡県 北九州市小倉北区片野4-3-18 木村ビル１０５ yasufumi308□yahoo.co.jp

889 21100621 大場 正佳 一般建築物 株式会社三晃空調 573 - 0165 大阪府 枚方市山田池東町１５－９ ooba□sanko-air.co.jp

890 22104925 小島 辰夫 一般建築物 株式会社東和エンジニアリング 101 - 8631 東京都 千代田区東神田 １－７－８ユニゾ東神田一丁目ビル tatsuo.kojima□towaeng.co.jp

891 22105614 滝脇 里佳 一般建築物 ルシア株式会社 177 - 0041 東京都 練馬区石神井町3-25-4-406 takiwaki□rcia.co.jp

892 22105435 千葉 悠樹 一般建築物 大成建設株式会社  -  千葉県  

893 22104120 ミランダ ジュリアナ 一般建築物 243 - 0424 神奈川県 海老名市社家6-11-33 海老名サンハイツ709 julianamiranda83□gmail.com

894 22104127 カイシュ 亜美 一般建築物 497 - 0005 愛知県 あま市七宝町伊福河原８０番地2 aisinkogyo□outlook.jp

895 22104306 平林 秀樹 一般建築物 株式会社　平林組 041 - 0851 北海道 函館市本通1-25-17 

896 22105552 猪田 洋 一般建築物 株式会社　イノダ 529 - 1413 滋賀県 東近江市五個荘簗瀬町847-5 roof-ind□siren.ocn.ne.jp

897 22104081 伊東 秀晃 一般建築物 株式会社アイソル 426 - 0005 静岡県 藤枝市水守３－１２－５ y-ito□isol-tec.jp

898 22103701 福田 裕司 一般建築物 株式会社クエスト 111 - 0053 東京都 台東区浅草橋4-11-1 モンシェルビル2F info□kk-quest.co.jp

899 21101085 秋葉 勇一郎 一般建築物 株式会社秋葉マルサダ 341 - 0035 埼玉県 三郷市鷹野1-344-2 akiba□akibamarusada.jp

900 22105603 森 博章 一般建築物 三和テクノス株式会社 170 - 0005 東京都 豊島区南大塚3-40-5 三和ビル3階 hiroaki.mori□tsanwa.com

901 22104826 平向 尚行 一般建築物 トヨタ環境開発合同会社 275 - 0026 千葉県 習志野市谷津2-1-17 織戸ビル2階 toyotakankyou1017□fuga.ocn.ne.jp

902 22103606 高田 勇介 一般建築物 YRT株式会社 490 - 1142 愛知県 海部郡大治町三本木91 

903 22105942 尾道 三十二 一般建築物 ファイン産業有限会社 462 - 0854 愛知県 名古屋市北区若葉通4-13-1 カーサ平安1A fine-sr□mocha.ocn.ne.jp

904 22105824 大角 昌年 一般建築物 板金工房マサ  -    

905 22104130 服部 竜大 一般建築物 有限会社山三瓦工業 512 - 0906 三重県 四日市市山之一色町233-1 info□kawarayamasan.com

906 22105807 森本 仁 一般建築物 有限会社モリケン 457 - 0845 愛知県 名古屋市南区観音町9-105 march.start-claxon□outlook.jp

907 22103875 國方 裕希 一般建築物 合同会社OfA 761 - 0433 香川県 高松市十川西町514番地24 yuuki061627□gmail.com

908 22104301 石橋 竜雄 一般建築物 株式会社　淺沼組  -  東京都  

909 22103949 柴田 英明 一般建築物 柴田建設 424 - 0835 静岡県 静岡市清水区上清水町5-46 hidebu.shibata□nifty.com

910 22104037 山本 武文 一般建築物 株式会社　ジェイプラス 523 - 0896 滋賀県 近江八幡市鷹飼町北3丁目8-7 ＪＪＦビル　4F t.yamamoto□jjf.co.jp

911 22105003 木曽 義和 一般建築物 伊予工業株式会社 284 - 0009 千葉県 四街道市中央4-1 プラーサ・ヴェール1518

912 21300001 森山 洋平 一般建築物 株式会社ライズホーム 274 - 0071 千葉県 船橋市習志野5-4-18 マツキ第二ビル moriyama-y□risehome.jp

913 22104992 秋山 勇人 一般建築物 株式会社　勇 194 - 0035 東京都 町田市忠生2-16-5 isami8810□yahoo.co.jp
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914 22104554 樽川 重光 一般建築物 株式会社 ショーエイ 963 - 0102 福島県 郡山市安積町笹川字吉田40-149 

915 22105055 堤 久夫 一般建築物 トータルアシストプラン株式会社 510 - 0814 三重県 四日市市清水町4-15 info□tap-s.com

916 22104857 古川 裕章 一般建築物 大和コスモスコンストラクション㈱ 107 - 0052 東京都 港区赤坂5-1-31 セイコービル２F

917 22106129 南嵜 利典 一般建築物 株式会社　瓦勝 520 - 1111 滋賀県 高島市鴨3150-82 

918 21102646 金丸 健一 一般建築物 244 - 0814 神奈川県 横浜市戸塚区南舞岡 2-20-15 kenkanemaru□hotmail.com

919 22106460 二階堂 透 一般建築物 株式会社　亀岡工務店 960 - 2154 福島県 福島市佐倉下字前3番地 

920 22103630 石山 政之 一般建築物 414 - 0055 静岡県 伊東市岡32-1 kaisei□true.ocn.ne.jp

921 22106130 石本 正 一般建築物 石本工業株式会社 520 - 2141 滋賀県 大津市大江3丁目3番12号 mariku□zd.ztv.ne.jp

922 22104291 佐瀬 修 一般建築物 194 - 0031 東京都 町田市南大谷２０７－１０ 株式会社昌電舍 shoec2□jcom.home.ne.jp

923 22106414 板津 利也 一般建築物 株式会社コネクト 492 - 8238 愛知県 稲沢市奥田堀畑町136 itatsu□conext-inazawa.com

924 22105451 田村 功 一般建築物 株式会社田村工務店 181 - 0001 東京都 三鷹市井の頭５―３―３４ isao□tamura-bco.co.jp

925 22103893 牧野 和広 一般建築物 有限会社　牧野工務店 418 - 0006 静岡県 富士宮市外神1177-28 makino09021868706□gmail.com

926 22106194 葉山 洋一 一般建築物 株式会社ワイズ 505 - 0038 岐阜県 美濃加茂市中部台2-10-1 

927 22103894 牧野 成晃 一般建築物 有限会社　牧野工務店 418 - 0006 静岡県 富士宮市外神1177-28 

928 22105768 宇田川 智彬 一般建築物 宇田川建設株式会社 120 - 0025 東京都 足立区千住東1-30-25 info□udagawakk.com

929 22105834 杉山 広次 一般建築物 杉山板金工業有限会社 520 - 0106 滋賀県 大津市唐崎1-25-15 

930 22105461 九嶋 俊彦 一般建築物 株式会社アジアトレーディング 252 - 0334 神奈川県 相模原市南区若松2-24-30 t-kushima□asia-trading.jp

931 22103908 田口 守 一般建築物 株式会社 タグチ 805 - 0050 福岡県 北九州市八幡東区春の町1-6-23 タツノビル803

932 22104456 林 一樹 一般建築物 株式会社シード 649 - 6261 和歌山県 和歌山市小倉288-14 

933 22104457 林 大暉 一般建築物 株式会社シード  -    

934 22103633 鈴木 良太 一般建築物 株式会社グッドベル 180 - 0013 東京都 武蔵野市西久保2-18-2 グローシックビル102

935 22105774 澤田 健児 一般建築物 大里興業有限会社 194 - 0201 東京都 町田市上小山田町1994-30 

936 22105610 杉浦 慶 一般建築物 275 - 0016 千葉県 習志野市津田沼2-12-10 グランドメゾン津田沼　９０３ k.cocokara□gmail.com

937 21100531 栁田 康博 一般建築物 栁田工業株式会社 669 - 4271 兵庫県 丹波市春日町柚津720 yanagita□iraka-tanba.com

938 21103108 西本 太守 一般建築物 株式会社ホウワ  -    

939 22105150 高橋 幸治 一般建築物 230 - 0074 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾6-2-2 

940 22104455 松岡 孝将 一般建築物 福山住宅株式会社 530 - 0041 大阪府 大阪市北区天神橋3-8-6 福山住宅 matuoka_takamasa□fukuyamahome.co.jp

941 21103358 松本 聖 一般建築物 株式会社聖和ホームズ 573 - 1111 大阪府 枚方市楠葉朝日2-13-3-201 info□seiwa-homes.jp

942 22106301 金 裕樹 一般建築物 (株)日本ハウスHD 435 - 0037 静岡県 浜松市南区青屋町400 SBSマイホームセンター内　日本ハウスHD浜松展示場

943 22104359 押野 誠 一般建築物 560 - 0034 大阪府 豊中市蛍池南町1-20-10 osn.mk□zeus.eonet.ne.jp

944 22103632 冨岡 明寿 一般建築物 413 - 0411 静岡県 賀茂郡東伊豆町稲取486 

945 22105945 中邑 忠史 一般建築物 （有） 中邑板金工業 527 - 0173 滋賀県 東近江市上岸本町1113 i5vhy2c7102v6u8g2nx5□docomo.ne.jp
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946 22103826 平岡 健一 一般建築物 コンパイル建築設計事務所 424 - 0212 静岡県 静岡市清水区八木間町１６６６－５３ shimizucity.arc□gmail.com

947 22105520 松本 正宣 一般建築物 株式会社松本建築 190 - 0031 東京都 立川市砂川町8-49-2  101号 mail□naturalspace.info

948 22105450 村上 龍雄 一般建築物  -    

949 22105559 安賀 充晃 一般建築物 (有)安賀瓦店 521 - 0071 滋賀県 米原市舟崎198番地 yasuga-kawaraten□xvf.biglobe.ne.jp

950 22106516 中川 好幸 一般建築物 432 - 8001 静岡県 浜松市西区西山町1830番地の12 

951 22105826 桑原 弘幸 一般建築物 桑原ブリキ店 529 - 1835 滋賀県 甲賀市信楽町中野641-153 hiro1006s44□gmail.com

952 22106049 木下 奉文 一般建築物 有限会社木下板金工業 528 - 0045 滋賀県 甲賀市水口町牛飼９８４－１ kinoshita□mr-ban.com

953 22104841 山田 裕介 一般建築物 190 - 0032 東京都 立川市上砂町4-48-3 aim□ah.wakwak.com

954 21103103 三鴨 誠一 一般建築物 株式会社三鴨地所 494 - 0003 愛知県 一宮市三条字賀１１１－１ mikamo□mikamo.co.jp

955 22104675 小磯 貴司 一般建築物 宮代技建㈱ 302 - 0116 茨城県 守谷市大柏893-5 

956 22105478 渡辺 誠治 一般建築物 ミサワリフォーム中部株式会社 460 - 0007 愛知県 名古屋市中区新栄二丁目19番6号 seiji_watanabe□home.misawa.co.jp

957 22106119 栗田 秀男 一般建築物 (株)シーズ 437 - 0204 静岡県 周智郡森町問詰953-1 

958 22104532 松浦 賢三郎 一般建築物 スカイサポート㈱ 880 - 2104 宮崎県 宮崎市浮田清田迫1223-1 ssa270101□yahoo.co.jp

959 21101129 織田 隆志 一般建築物 有限会社織田工業 558 - 0032 大阪府 大阪市住吉区遠里小野3-1-12 info□odakogyo.co.jp

960 22104185 土屋 巨彦 一般建築物  -    info□tsuchiya-kogyou.co.jp

961 22104836 髙橋 昇 一般建築物 有限会社髙橋工務店 257 - 0031 神奈川県 曽屋 84-4 takahashiy128□yahoo.co.jp

962 22105734 川北 浩 一般建築物 （株）川北商店 520 - 0814 滋賀県 大津市本丸町2-16 info□kawakitashoten.com

963 22300012 渡邊 真一 一般建築物 株式会社　ZERO　TEC 422 - 8018 静岡県 静岡市駿河区西大谷 15-5 zero.tec□shirt.ocn.ne.jp

964 21103336 松本 公作 一般建築物 （株）井上地所　住まいる工房i高田店 635 - 0031 奈良県 大和高田市今里3-5 matsumoto-kosaku□inoue-chisho.co.jp

965 22103604 中山 敏秋 一般建築物 中山工業株式会社 811 - 1244 福岡県 那珂川市山田152-35 n-□nakayamakk.jp

966 22103872 渡慶次 明伸 一般建築物 （株）渡興業 226 - 0003 神奈川県 横浜市緑区鴨居4-59-14 ウィンベルデュエット311 kaitai□watarikougyou.co.jp

967 22104292 秋山 純一 一般建築物 有限会社J’ｓ産業 210 - 0854 神奈川県 川崎市川崎区浅野町1-4 j-akiyama□aioros.ocn.ne.jp

968 22104293 仲本 清 一般建築物 株式会社川崎建設 210 - 0854 神奈川県 川崎市川崎区浅野町1-4 k-nakamoto□aioros.ocn.ne.jp

969 21101358 鈴木 秀長 一般建築物 株式会社　フロアインテリアすずき 252 - 0132 神奈川県 相模原市緑区橋本台1-27-29 f.interior-suzuki□apricot.ocn.ne.jp

970 22106024 野本 剛司 一般建築物 矢崎設備工業株式会社  -    

971 22106402 山下 義樹 一般建築物 大和リース株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号　 みなとみらいセンタービル14Ｆ

972 22106081 胡桃澤 貴志 一般建築物 株式会社胡桃澤組 398 - 0002 長野県 大町市大町2060-1 kurumisawa□kurumisawagumi.com

973 22104775 加藤 彰光 一般建築物 株式会社リフォームアップ 175 - 0082 東京都 板橋区高島平7-12-8 ハイランド赤尾 101 a.kato□reform-up.co.jp

974 22103510 前田 利文 一般建築物 株式会社　淺沼組  -    maeda-toshifumi□asanuma.co.jp

975 22105028 藤巻 良之 一般建築物 株式会社　FASTENING RYO 121 - 0813 東京都 足立区竹の塚7-10-16 fujimaki.y.0330□ezweb.ne.jp

976 22105560 今井 新彰 一般建築物 今井瓦店 520 - 2434 滋賀県 野洲市比江1018-8 

977 22104512 村山 太一 一般建築物 株式会社木下商会 103 - 0002 東京都 中央区日本橋馬喰町1-5-15 ロッソバクロ3階 murayama□kinomoto-firm.co.jp
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978 22104360 前田 諭 一般建築物 株式会社　グローｏｎｅ 560 - 0034 大阪府 豊中市蛍池南町 1-20-10 maedasatosi84□gmail.com

979 22106137 川村 和史 一般建築物 株式会社ママズ 761 - 0313 香川県 高松市下田井町573-1 

980 22105436 岩下 肇 一般建築物 株式会社　東京カンテイ 141 - 0021 東京都 品川区上大崎2 

981 22105578 小笠 浩司 一般建築物 株式会社　中原工業 564 - 0002 大阪府 吹田市岸部中1-24-22 ogasakoji□yahoo.co.jp

982 22106139 藤井 良尚 一般建築物 662 - 0082 兵庫県 西宮市苦楽園二番町 

983 21101642 石川 真司 一般建築物 株式会社東京ビルド 336 - 0907 埼玉県 さいたま市緑区道祖土 tkb-ishikawa□docomo.ne.jp

984 22106326 上垣 幸治 一般建築物 株式会社　三共 637 - 1552 奈良県 吉野郡十津川村谷垣内242－1 sankyo-koumu□kcn.jp

985 21200238 安田 公博 一戸建て等 株式会社インデックス 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル7F k-yasuda□in-dex.co.jp

986 21102182 瀧本 純一 一般建築物 株式会社利川工業 334 - 0063 埼玉県 川口市東本郷1826-2 j-takimoto□toshikawa-k.co.jp

987 22104673 後藤 喜芳 一般建築物 有限会社　峰美掃工業 359 - 1145 埼玉県 所沢市山口763-12 info□minebisou.co.jp

988 22105484 小野田 勝仁 一般建築物 （有）大盛技建  -    onoda□taiseigikenn.com

989 22105576 長野 竜太郎 一般建築物 株式会社　笑福建工 537 - 0003 大阪府 大阪市東成区神路 1-4-11 nagano□syoufuku.co.jp

990 22104256 正井 秀司 一般建築物 株式会社ソーイ 595 - 0055 大阪府 泉大津市なぎさ町6-1 きららセンタービル6F s.masai□sowy.co.jp

991 22106714 川畑 広康 一般建築物 株式会社ウエストハウス 631 - 0004 奈良県 奈良市登美ケ丘５丁目２番１８号 

992 22106011 伊浦 健二 一般建築物 中川企画建設株式会社 107 - 0062 東京都 港区南青山1-1-1 新青山ビル西館７階 iura_kenji□nakagawa-kikaku.co.jp

993 22105544 田中 啓介 一般建築物 株式会社　鈴木建設 436 - 0043 静岡県 掛川市大池２５４７－３ k.tanaka□cs-suzuki.jp

994 22103936 吉田 弘文 一般建築物 株式会社ハウサー 183 - 0021 東京都 府中市片町 

995 22105271 髙橋 政人 一般建築物 大光株式会社 120 - 0036 東京都 足立区千住仲町18-10 田中ビル3F eigyou□daikou-as.jp

996 21103338 下土居 真輝夫 一般建築物 第一建設機工株式会社 663 - 8226 兵庫県 西宮市今津港町2-30 info□dai1-sep.com

997 22105019 小久保 陽平 一般建築物 株式会社　コクボノベルティ 111 - 0051 東京都 台東区蔵前4-18-18 プライムメゾン蔵前804

998 22106142 流郷 敏宏 一般建築物 株式会社辻中 561 - 0882 大阪府 豊中市南桜塚2-6-27 

999 22106114 大下 竜一 一般建築物 エイトナインジャパン合同会社 506 - 0811 岐阜県 高山市大洞町384-1 2F info□eightninejapan.com

1000 22103735 オズデミイル 真里 一般建築物 共和株式会社 340 - 0043 埼玉県 草加市草加3-12-31-307 ozdemir.kyowa358□gmail.com

1001 22103736 オズデミイル エムレ 一般建築物 共和株式会社 340 - 0043 埼玉県 草加市草加3-12-31-307 momoryou410right□gmail.com

1002 22105607 山下 伸夫 一般建築物 東京保全建設株式会社 150 - 0044 東京都 渋谷区円山町13-6 t-hozen.yamashita□opal.ocn.ne.jp

1003 22105896 加藤 寛 一般建築物 344 - 0062 埼玉県 春日部市粕壁東1-2-2-1001 snafkinid□outlook.com

1004 22105813 富松 康眞 一般建築物 496 - 0876 愛知県 津島市大縄町6-30 sutendnas□gmail.com

1005 21103359 福島 保夫 一般建築物 三洋住建株式会社 711 - 0921 岡山県 倉敷市児島駅前1丁目62番 sanyoujuken□sunny.ocn.ne.jp

1006 22105176 金馬 雅泰 一般建築物  -    

1007 22105215 鈴木 将貴 一般建築物 株式会社　鈴将 354 - 0002 埼玉県 富士見市上南畑1914-1 suzsho-1111□tmt.ne.jp

1008 22104760 中村 哲史 一般建築物 株式会社グロースビュー 031 - 0802 青森県 八戸市小中野4丁目3-42 シャインme102 n3nakamurakun□gmail.com

1009 22104823 渡辺 圭 一般建築物 (株)三和光産 329 - 3131 栃木県 那須塩原市唐杉140-7 sanwa□nasuinfo.or.jp
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1010 22106364 飯田 健一 一般建築物 ㈱末広電設  -    

1012 21101935 樋坂 薫 一般建築物 株式会社　大武建設 331 - 0057 埼玉県 さいたま市西区中野林73-2 

1013 21101936 小川 義久 一般建築物 株式会社　大武建設  -    

1014 22106004 江口 智仁 一般建築物 998 - 0061 山形県 酒田市光ヶ丘1丁目6-43 Shinki.industry□gmail.com

1015 22104980 斎藤 晃一 一般建築物 株式会社晃真興業  -  岩手県  kohshin-49□outlook.jp

1016 22106017 齋藤 憲二 一般建築物 株式会社ジャスト 225 - 0012 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南2-4-1 k_saito□just-ltd.co.jp

1017 22104975 佐藤 誠 一般建築物 株式会社エス・ティ・エス 983 - 0002 宮城県 仙台市宮城野区蒲生 字下蒲沼4-1 m-sato□live.jp

1018 22104935 古里 和也 一般建築物 さかえ設備　株式会社 165 - 0026 東京都 中野区新井5-28-3 furusato□sakae-setsubi.co.jp

1019 22104938 水野 暢朗 一般建築物 有限会社アイ・ティー・オー設計 192 - 0051 東京都 八王子市元本郷町 

1020 22106174 野本 満 一般建築物 スタイル然　株式会社 342 - 0033 埼玉県 吉川市中曽根2-12-24 nomoto□style-zen.biz

1021 22107918 西沢 秀泰 一般建築物 株式会社立花エレテック 550 - 8555 大阪府 大阪市西区西本町 １丁目１３－２５ nishizawaa□tachibana.co.jp

1022 22104940 公文 宏 一般建築物 三建設計有限会社 781 - 0806 高知県 高知市知寄町1-5-1 三建ビル5F sanken-k□pure.ocn.ne.jp

1023 22103638 重村 和洋 一般建築物 三和企画 359 - 0002 埼玉県 所沢市中富35-10 mituwa_kikaku□yahoo.co.jp

1024 21102483 亀井 誠一 一般建築物 亀井ブルドーザー工事有限会社 417 - 0841 静岡県 富士市富士岡128番地の2 kameiburu□ai.tnc.ne.jp

1025 22104699 狩野 成芳 一般建築物 株式会社貫井商事 377 - 0004 群馬県 渋川市半田 2772-1 tn-obata-recycle□aa.wakwak.com

1026 21102908 前畑 匡史 一般建築物 前畑工事株式会社 839 - 0863 福岡県 久留米市国分町1441-8 maehata-3rd□rhythm.ocn.ne.jp

1027 22105955 興津 知明 一般建築物 株式会社興津商店 552 - 0011 大阪府 大阪市港区南市岡1-4-14 

1028 22105978 神渡 信司 一般建築物 有限会社 吉井瓦商店 737 - 0125 広島県 呉市広本町2-14-24 kamiwatari□11yane.co.jp

1029 22104818 吉村 浩司 一般建築物 吉村建設株式会社 730 - 0851 広島県 広島市中区榎町4番21 吉村ビル401号

1030 22105072 久保田 健一 一般建築物 K2プロジェクト 420 - 0013 静岡県 静岡市葵区八千代町59-1 K25055K2□iCloud.com

1031 22104267 松井 宏法 一般建築物 株式会社　松井工業 735 - 0005 広島県 安芸郡府中町宮の町4-14-14 matsui-kougyou□carol.ocn.ne.jp

1032 22105866 岩部 謙二 一般建築物 岡山県住宅リフォーム協同組合 700 - 0921 岡山県 岡山市北区東古松509-1 フローレンス東古松303

1033 22104900 池田 勝久 一般建築物 （株）リライアンス中国 729 - 3402 広島県 府中市上下町小堀178 info□reliance-chugoku.com

1034 22105980 谷本 憲介 一般建築物 株式会社栗田工務店 790 - 0921 愛媛県 松山市福音寺町40-1 

1035 22104890 小野田 幸雄 一般建築物 静岡県御殿場市永塚328-17 412 - 0045 静岡県 御殿場市川島田1158-65 小野田幸雄邸 yukio-fine□mbr.nifty.com

1036 22104748 岩佐 浩全 一般建築物 (有)コア企画 739 - 1733 広島県 広島市安佐北区口田南2-11-22 koa-k□ms10.megaegg.ne.jp

1037 22103561 山田 康詞 一般建築物 佐野塗装株式会社 424 - 0112 静岡県 静岡市清水区伊佐布１７５－２－１ 

1038 22103562 青山 雄紀 一般建築物 佐野塗装株式会社 422 - 8041 静岡県 静岡市駿河区中田3-6-30-409 

1039 22105337 山内 隆宏 一般建築物 日幸化学工業株式会社 794 - 0823 愛媛県 今治市郷本町3-4-22 nikko-c888□future.ocn.ne.jp

1040 22104521 藤本 和之 一般建築物 東和建設株式会社 339 - 0022 埼玉県 さいたま市岩槻区高曽根714-1 

1041 22104644 後藤 紀彦 一般建築物 GSP.株式会社 425 - 0005 静岡県 焼津市方ノ上373-4 gsp.inc□outlook.jp

1042 22104645 鈴木 隆文 一般建築物 GSP.株式会社 425 - 0084 静岡県 焼津市大村新田94-2 gsp.demolition.biz□gmail.com
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1043 22104528 今田 新二 一般建築物 株式会社アイズホーム 433 - 8119 静岡県 浜松市中区高丘北3-1-17 

1044 22104522 幸田 邦章 一般建築物 幸田建設株式会社 170 - 0014 東京都 豊島区池袋1-16-23 幸田ビル

1045 22105715 村田 純一 一般建築物 有限会社 村田工務店 188 - 0014 東京都 西東京市芝久保町1-23-17 y_murata□ion.ocn.ne.jp

1046 22104446 小原 一海 一般建築物 ㈱サンライト工業 421 - 0121 静岡県 静岡市駿河区広野5-19-24 asea□ck.tnc.ne.jp

1047 22105099 四方 茂樹 一般建築物 株式会社中国日立福山支社 720 - 0077 広島県 福山市南本庄 

1048 22103667 久岡 政弘 一般建築物 株式会社　寺前則彦設計室 644 - 0025 和歌山県 御坊市塩屋町北塩屋2120-6 m-hisaoka□teramae.jp

1049 22106847 高宮 智仁 一般建築物 ㈱高宮電気 690 - 0011 島根県 松江市東津田町 1212-16 info□tmdk.co.jp

1050 22106534 織田 吉隆 一般建築物 ハウゼニシコウ株式会社 561 - 0836 大阪府 豊中市庄内宝町3-2-25 

1051 22109145 葭江 秀和 一般建築物 ㈱　広築 583 - 0886 大阪府 羽曳野市恵我之荘2-4-27 

1052 22106093 曽根 聡 一般建築物 株式会社新巧 171 - 0044 東京都 豊島区千早2-27-10 satoshi□sinko-corp.com

1053 22106338 伊藤 輝樹 一般建築物  -    

1054 22106653 飯島 建一 一般建築物 株式会社明正 157 - 0061 東京都 世田谷区北烏山 3-26-20

1056 22106261 菅原 史子 一般建築物 野口興業株式会社 354 - 0031 埼玉県 富士見市勝瀬222 noguchikogyo0514□crest.ocn.ne.jp

1057 22106658 村田 卓也 一般建築物 中央工設株式会社 141 - 0022 東京都 品川区東五反田１-１２-５ 秀栄ビル６階

1058 22108998 鞠川 貴志 一般建築物 エスイーエム・ダイキン株式会社 550 - 0011 大阪府大阪市西区阿波座2-1-4 アーバンエース阿波座ビル marikawa□sem-daikin.co.jp

1059 22107046 樫原 省二 一般建築物 カシハラ デザイン・ラボ 565 - 0874 大阪府 吹田市古江台6-6-18 

1060 22106575 岡本 豊 一般建築物 HOPE建築設計事務所 306 - 0023 茨城県 古河市本町3-15-32 hopekenchiku□gmail.com

1061 22104640 大野 伸昭 一般建築物 大野建設 165 - 0032 東京都 中野区鷺宮4-12-2 

1062 22105078 長阪 勇介 一般建築物 寺尾工業 424 - 0061 静岡県 静岡市清水区大内288-2 

1063 22109004 佐藤 泰一 一般建築物 株式会社　大協建材 556 - 0016 大阪府 大阪市浪速区元町１丁目１３番７号 大協ビル sato□daikyo-kenzai.co.jp

1064 22106236 宮澤 敦治 一般建築物 382 - 0056 長野県 須坂市福島町84-1 info□hokkaiarcs.jp

1065 22106376 高柳 聡 一般建築物  -    

1066 21100967 林 左京 一般建築物 株式会社　共永 534 - 0022 大阪府 大阪市都島区都島中通２丁目20-35 LUXE都島Ⅲ　205 kyouei-hayashi.s□outlook.jp

1067 22106378 土屋 俊明 一般建築物 株式会社ＬＥＯＮＥ 203 - 0042 東京都 東久留米市八幡町1-7-3 tsuchiya□leone3.co.jp

1068 22104497 土居原 智 一般建築物 有限会社海老名防水 243 - 0419 神奈川県 海老名市大谷北2-4-9 e-bousui□kjb.biglobe.ne.jp

1069 21103112 園田 慎一 一般建築物 株式会社サンコーポレーション 561 - 0843 大阪府 豊中市上津島 

1070 22105749 奥平 和正 一般建築物 （株）奥平建材 733 - 0863 広島県 広島市西区草津南4-4-3 パークホームズ草津南1203号 okuhirakenzai□i.softbank.jp

1071 22106237 山下 晋一郎 一般建築物 株式会社北開アークス  -    hokkai_arcs□icloud.com

1072 22106851 加藤 孝 一般建築物 株式会社　辻中 561 - 0882 大阪府 豊中市南桜塚2-6-27 gc-tujinaka□lime.ocn.ne.jp

1073 22104959 加藤 浩二 一般建築物 有限会社加藤はつり工業 437 - 0223 静岡県 周智郡森町中川 hatsuri□ai.tnc.ne.jp

1074 22104207 小木曽 研吾 一般建築物 株式会社データコーポレーション 734 - 0022 広島県 広島市南区東雲２－１４－１２ 

1075 22107220 大森 脩司 一般建築物 マークス技建株式会社 581 - 0866 大阪府 八尾市東山本新町5-7-22 so.so.071846□gmail.com
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1076 22107904 東 典弘 一般建築物 株式会社 ハクトー 920 - 0367 石川県 金沢市北塚町西51 

1077 22107521 塩見 藍 一般建築物 BET建設工業 631 - 0035 奈良県 奈良市学園中学園中5丁目706-47-2 bet0820bet□gmail.com

1078 22109523 ワニット カムヌアン 一般建築物 519 - 0504 三重県 伊勢市小俣町宮前675 

1079 22104368 佐々田 敏 一般建築物 株式会社　常翔 732 - 0052 広島県 広島市東区光町1-6-30 第一吉岡ビル202 s-sasada□h-josho.co.jp

1080 22107518 大野 知之 一般建築物 株式会社蓮建設 590 - 0151 大阪府 堺市南区小代62 lotsroot□bc.wakwak.com

1081 22107389 田本 悦輔 一般建築物 維音技建 649 - 6203 和歌山県 岩出市桜台 ion-giken□ares.eonet.ne.jp

1082 22106336 栃木 章 一般建築物 a1技研株式会社 538 - 0054 大阪府 大阪市鶴見区緑2-1-12 tochigiakira□a1giken.com

1083 22107377 稲田 隆則 一般建築物 株式会社Rebirth 537 - 0024 大阪府 大阪市東成区東小橋2-8-8 rebirth□bh.wakwak.com

1084 22105180 佐野 孝幸 一般建築物 株式会社ハウジング総合コンサルタント  -  高知県  

1085 22107214 島本 督之 一般建築物 総合解体業　SHIMAMOTO 535 - 0031 大阪府 大阪市旭区高殿2-20-12 ソルジェンテ高殿902号 shimamoto2020□gmail.com

1086 22107216 村井 公彦 一般建築物 有限会社　デモリションストアー 666 - 0142 兵庫県 川西市清和台東4丁目19－22 demosuto□hyogo.zaq.jp

1087 21102978 新子 辰巳 一般建築物 株式会社タツミ建設 606 - 0025 京都府 京都市左京区岩倉中町221-4 401 tatumi□gaea.ocn.ne.jp

1088 21102979 新子 豪 一般建築物 株式会社タツミ建設 606 - 0025 京都府 京都市左京区岩倉中町221-4 301 gou-a□tatumikensetu.co.jp

1089 22105431 成田 謙司 一般建築物 （有）ティエルシー 197 - 0821 東京都 あきる野市小川516-11 

1090 22104365 小笠原 良輝 一般建築物 株式会社エネテック大阪 590 - 0002 大阪府 堺市堺区砂道町1-1-29 

1091 22300020 松本 敏寿 一般建築物 有限会社冨永建設 812 - 0888 福岡県 福岡市博多区板付 4-10-11スワンマンション205号

1092 22103904 末吉 公一 一般建築物  -    sueyoshi-kimikazu20□hhhs.hankyu-hanshin.co.jp

1093 22106680 金内 浩之 一般建築物 株式会社Lakke 179 - 0071 東京都 練馬区旭町2-24-35 kanauchi□lakke.co.jp

1094 22105632 小林 芳行 一般建築物 142 - 0053 東京都 品川区中延 中延4-6-16

1095 22106224 下錦田 堅一 一般建築物 (株)LIXILトータルサービス 880 - 2212 福岡県 宮崎市高岡町下倉永1200-34 ㈱ＬＩＸＩＬ九州支社内 kenichi.shimonishikida□lixil.com

1096 22106758 上山 章 一般建築物 株式会社中里工務所 131 - 0033 東京都 墨田区向島2-20-6 

1097 22106483 内野 美和子 一般建築物  -    

1098 22107533 大林 伸也 一般建築物 株式会社オオセ 561 - 0857 大阪府 豊中市服部寿町2-3-4 mill_0215□yahoo.co.jp

1099 22108399 小川 浩一 一般建築物 大成工材　株式会社 675 - 0057 兵庫県 加古川市東神吉町神吉1087-1 

1100 22107534 大路 昌幸 一般建築物 大路建設株式会社 561 - 0836 大阪府 豊中市庄内宝町3丁目1番12号 masayuki□ohji-co-kk.co.jp

1101 22105340 三根 貴洋 一般建築物 アルバ株式会社 836 - 0041 福岡県 大牟田市新栄町8-3 みねビル mine.albakk□gmail.com

1102 22105592 藤木 勉 一般建築物 藤木総合企画 株式会社 816 - 0901 福岡県 大野城市乙金東4丁目１４-１１ fujiki_fsk□ybb.ne.jp

1103 22107053 今福 健 一般建築物 株式会社シンライテック 562 - 0022 大阪府 箕面市粟生間谷東 5-35-12

1104 22108285 安井 久晴 一般建築物 金下建設株式会社 602 - 8284 京都府 京都市上京区亀屋町 西陣ロイヤルハイツ５０２号

1105 22103480 鈴木 辰美 一般建築物 リメイクカンパニー株式会社 123 - 0845 東京都 足立区西新井本町2-14-11-701 パレステージ西新井本町 suzuki□remake-company.co.jp

1106 22105988 小野 清蔵 一般建築物 有限会社丸英建設 807 - 0141 福岡県 遠賀郡芦屋町山鹿115-4 

1107 22104795 木村 律子 一般建築物 有明興業都市開発株式会社  -    
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1108 22106100 大森 義浩 一般建築物 株式会社モリケン 213 - 0001 神奈川県 川崎市高津区溝口5-22-6 

1109 22105989 高木 年信 一般建築物 ㈱西日本テック 809 - 0004 福岡県 中間市下大隈1403番地 ㈱西日本テック bz097713□bz04.plala.or.jp

1110 22105761 六岡 武志 一般建築物 有限会社及川興建 026 - 0053 岩手県 釜石市定内町2-1-14 k-oikawa□sky.plala.or.jp

1111 22105691 上田 辰也 一般建築物 想家工房株式会社 818 - 0081 福岡県 筑紫野市針摺東1-6-3 

1112 22106757 中村 準一 一般建築物 丸善雄松堂(株) 105 - 0022 東京都 港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル

1113 22106145 西川 雅男 一般建築物 株式会社　辻中 561 - 0882 大阪府 豊中市南桜塚2-6-27 

1114 21100770 佐藤 一樹 一般建築物 株式会社岡勝 708 - 0851 岡山県 津山市新田193-4 k-sato□okasho.jp

1115 21100769 佐藤 照恵 一般建築物 株式会社岡勝 708 - 0851 岡山県 津山市新田193-4 t-sato□okasho.jp

1116 22105637 鈴木 寿美 一般建築物 株式会社ケイズエアシステム 192 - 0914 東京都 八王子市片倉町2407 AUハイム1階 h.suzuki□ks-airsystem.com

1117 22106465 金子 泰行 一般建築物 大和コスモスコンストラクション株式会社 107 - 0052 東京都 港区赤坂5-1-31 セイコービル２F

1118 22107884 宮坂 智恵 一般建築物 505 - 0054 岐阜県 美濃加茂市加茂野町加茂野227-1 

1119 22107353 山田 信三 一般建築物 (株)タカソウ　リフォーム業 432 - 8002 静岡県 浜松市中区富塚町5163-1 yamada□takasou.jp

1120 22107656 船越 祐 一般建築物 490 - 1142 愛知県 海部郡大治町三本木寒宿5-13 

1121 22107510 渡辺 祐司 一般建築物 渡辺技建 501 - 0225 岐阜県 瑞穂市祖父江177-13 watanabe551613□gmail.com

1122 22105427 伊藤 登志夫 一般建築物 いとう建築調査設計 963 - 0534 福島県 郡山市日和田町字小山田２６ dumbo016112□yahoo.co.jp

1123 22104830 山﨑 大輔 一般建築物 株式会社山﨑工務店  -    5610□yamazaki-koumuten.jp

1124 22106597 小倉 一城 一般建築物 有限会社イチジョーエンジニアリング　 142 - 0053 東京都 品川区中延4-16-19 kazushiro-ogura□asahikogyosha.co.jp

1125 22104709 中嶌 幸雄 一般建築物 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 108 - 0023 東京都 港区芝浦３－４－１　グランパークタワー 

1126 22108017 林 克実 一般建築物 日本クリーナーサービス株式会社 453 - 0038 愛知県 名古屋市中村区猪之越町１－１－１０ 

1127 22107031 猿渡 亮二 一般建築物 株式会社　サンジュ　桜島塗装 471 - 0807 愛知県 豊田市広川町7-94-1 

1128 22107877 石川 翔 一般建築物 安栄株式会社 390 - 1401 長野県 松本市波田5712-155 anei□rx.tnc.ne.jp

1129 22107745 下村 将 一般建築物 高道町４丁目２番１６号 453 - 0037 愛知県 名古屋市中村区高道町4丁目-2-16 takara.simomura0429□outlook.jp

1130 22105152 佐藤 進 一般建築物 株式会社　装研 333 - 0834 埼玉県 川口市安行領根岸3270-7 susumu-s□souken2.com

1131 22104576 佐藤 祐治 一般建築物 株式会社　井原建設 241 - 0012 神奈川県 横浜市旭区西川島町12-16 

1132 22105037 鈴木 正則 一般建築物 188 - 0001 東京都 西東京市谷戸町 yato.koumuten□nifty.com

1133 22107887 大橋 蓮 一般建築物 (株)岐東建装 501 - 3132 岐阜県 岐阜市芥見長山2-108 岐東ビル1Ｆ

1134 22105885 林 忠寿 一般建築物 MURAOKA PARTNERS株式会社 811 - 2244 福岡県 糟屋郡志免町志免中央1丁目13-18 プランドール志免　601号室 asbestos058□gmail.com

1135 22105369 名塚 健雄 一般建築物 株式会社　名塚工業 243 - 0417 神奈川県 海老名市本郷2746-22 

1136 22107743 永井 雅大 一般建築物 有限会社シンセイ 494 - 0012 愛知県 一宮市明地字東下城78番地の1 masahironagai□nagaiholdings.jp

1137 22106223 糀 博聡 一般建築物 國博興業株式会社 852 - 8034 長崎県 長崎市城栄町３８番５号 

1138 22106274 大山 和仁 一般建築物 東日本電気エンジニアリング株式会社  -    

1139 21102998 山本 浩司 一般建築物 日鉄テクノロジー株式会社 671 - 1123 兵庫県 姫路市広畑区富士町1番地 
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1140 22105503 藤井 敏彦 一般建築物 （有）フジ興産 811 - 3304 福岡県 福津市津屋崎 1-20-1 kawarayafujikousan□yahoo.co.jp

1141 22105859 小山 栄祐 一般建築物 株式会社Reproduce 701 - 0151 岡山県 岡山市北区平野1088-1 

1142 22105863 目黒 秀憲 一般建築物 R＆M株式会社 701 - 0151 岡山県 岡山市北区平野1088-1 2F東 

1143 22108994 大園 清博 一般建築物 株式会社　大園 578 - 0967 大阪府 東大阪市新鴻池町1-1 oozono□dc4.so-net.ne.jp

1144 22108166 齋藤 悦史 一般建築物 小倉商事株式会社 555 - 0022 大阪府 大阪市西淀川区柏里 3-16-18 3階 yoshihito_saito□ogura-corp.co.jp

1145 22106124 村澤 義登 一般建築物 村澤建築（株）　 437 - 0215 静岡県 周智郡森町森349-1 info□murasawa-kenchiku.co.jp

1146 22107130 石山 真也 一般建築物  -    

1147 22107131 堀越 鉄矢 一般建築物 亥太郎建設株式会社 静岡県 御殿場市仁杉116-1 tetsuya-itarou□cy.tnc.ne.jp

1148 22109395 佐藤 謙一 一般建築物 有限会社　佐藤建設 661 - 0022 兵庫県 尼崎市尾浜町2-30-10 sato-kensetu□feel.ocn.ne.jp

1149 22107732 鯵岡 祐介 一般建築物 有限会社アクション 417 - 0801 静岡県 富士市大淵3173-1 

1150 22107733 遠藤 広幸 一般建築物 森解体 421 - 1308 静岡県 静岡市葵区黒俣801-2 

1151 22105412 田中 孝宜 一般建築物 (株)ミョウジン 755 - 0008 山口県 宇部市明神町2-7-8 

1152 22105591 八田 和彦 一般建築物 株式会社　八田工務店 834 - 1213 福岡県 八女市黒木町本分466-2 

1153 22106793 島田 大庸 一般建築物 株式会社　島田 285 - 0811 千葉県 佐倉市表町2-3-6 

1154 22104659 長谷川 裕啓 一般建築物 (株)長谷川ホーム 731 - 5106 広島県 広島市佐伯区利松 hasegawahome.hy□gmail.com

1155 22104661 長谷川 裕人 一般建築物 (株)長谷川ホーム 731 - 5106 広島県 広島市佐伯区利松 hase-jr□hasegawa-yh.com

1156 22105972 兼山 典彦 一般建築物 株式会社エムズ 536 - 0006 大阪府 大阪市城東区野江1-6-3 野江マンション415 mzco-115□ares.eonet.ne.jp

1157 22201055 濱谷 健一 一戸建て等 285 - 0837 千葉県 佐倉市王子台3-27-15 

1158 22106710 上田 史郎 一般建築物 (株)大阪防水工業所 570 - 0015 大阪府 守口市梶町 info□obk-wp.co.jp

1159 22200922 半田 貴洋 一戸建て等 クラフトワークズ 360 - 0847 埼玉県 熊谷市籠原南2-85 オアシスK&KⅡ201 craftworkz.takahanda□gmail.com

1160 22105659 髙木 慎一 一般建築物 581 - 0823 大阪府 八尾市桂町2丁目17-6 qqdk9tm9k□cronos.ocn.ne.jp

1161 22200908 神田 和彦 一戸建て等 株式会社ハッシード  -    

1162 22109527 津田 進作 一般建築物 部式会社イッシン 569 - 1135 大阪府 高槻市今城町15-3 

1163 22109525 新垣 雄大 一般建築物 536 - 0022 大阪府 大阪市城東区永田1-4-16 nwk.1129□gmail.com

1164 22108398 渕上 隆弘 一般建築物 大成工材㈱ 675 - 0057 兵庫県 加古川市東神吉町神吉1087-1 大成工材㈱

1165 22107267 並木 康哲 一般建築物 株式会社スバル建設 195 - 0064 東京都 町田市小野路町 namiki□cside.com

1166 22108597 篠原 一徳 一般建築物 337 - 0005 埼玉県 さいたま市見沼区小深作614-38 

1167 22107164 内山 敏雄 一般建築物 290 - 0255 千葉県 市原市光風台４－２５５ 

1168 22106979 合田 宜弘 一般建築物 池田煖房工業株式会社本店  -  東京都  t_gouda□ikedan.co.jp

1169 22107255 土倉 拓郎 一般建築物 株式会社クラヤ工業 131 - 0031 東京都 墨田区墨田3-41-4 info□kuraya-ind.co.jp

1170 22106895 田崎 和人 一般建築物 株式会社サークルテクノス 166 - 0015 東京都 杉並区成田東2-35-8-1階 ペンシルベニア tazaki□circle-technos.com

1171 22106967 竹内 博昭 一般建築物 アイ・テック株式会社 327 - 0003 栃木県 佐野市大橋町1323-8 
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1172 22108052 榎 大洋 一般建築物 株式会社リフォーム計画室 654 - 0153 兵庫県 神戸市須磨区南落合1丁目24-4 enoki□reform-planning.co.jp

1173 22106966 岩﨑 旭 一般建築物 アイ・テック株式会社 327 - 0835 栃木県 佐野市植下町588-1 akira□ai-t.jp

1174 22107163 大澤 崇宏 一般建築物 株式会社　大澤エンタープライズ 290 - 0026 千葉県 市原市諏訪2-4-6 

1175 22106494 稲村 徳之 一般建築物 有限会社サトウ設計 333 - 0801 埼玉県 川口市東川口4-5-32 s.keizi□nifty.com

1176 22105917 大宮 将吾 一般建築物 株式会社ニトリ法人＆リフォーム事業部 320 - 0833 栃木県 宇都宮市不動前4-2-39 朝日プラザシェモア不動前509

1177 22106672 櫻井 辰也 一般建築物 株式会社SAKURA 332 - 0034 埼玉県 川口市並木2-14-1 クリオ西川口参番館101 sakura.t□tbz.t-com.ne.jp

1178 22106673 長島 孝之 一般建築物 株式会社SAKURA 332 - 0034 埼玉県 川口市並木2-14-1 クリオ西川口参番館101 taka.naga.taka.naga□softbank.co.jp

1179 22107512 佐伯 裕太 一般建築物 有限会社　光洋企業  -    y.saeki□kouyohkigyo.com

1180 22105923 久保田 稔 一般建築物 久保田工務店 410 - 3512 静岡県 賀茂郡西伊豆町一色546 mkubota□quartz.ocn.ne.jp

1181 22104136 小林 亮太 一般建築物 株式会社ユニバーサル建設　関西支店 541 - 0053 大阪府 大阪市中央区本町2-6-10 本町センタービル6階 r_kobayashi□univ-const.co.jp

1182 22107359 水野 真司 一般建築物 アイエムジー株式会社 455 - 0801 愛知県 名古屋市港区小碓3-173 info_mail□img-net.jp

1183 22108404 中村 強 一般建築物 ALSOKファシリティーズ株式会社関西支社 541 - 0059 大阪府 大阪市中央区博労町2-2-13 大阪堺筋ビル6階

1184 22106354 古賀 政啓 一般建築物 有限会社古賀塗装店 834 - 0024 福岡県 八女市津江3 

1185 22106453 吉本 高広 一般建築物 LOOPS Architect.株式会社 814 - 0011 福岡県 福岡市早良区高取１丁目５－２６ ベルメゾン高取グラース５０３号室 yoshimoto□loops-a.com

1186 22108060 後藤 栄志 一般建築物 株式会社　榮住設 875 - 0023 大分県 臼杵市江無田854-1 

1187 22108188 上木戸 孝 一般建築物 ㈱エスケークリード 812 - 0024 福岡県 福岡市博多区綱場町5-28 

1188 22107549 内野 靖夫 一般建築物 有限会社内野建設 861 - 4144 熊本県 熊本市南区富合町釈迦堂172 uchino-kensetsu□vega.ocn.ne.jp

1189 22108063 庵地 俊一 一般建築物 株式会社庵地 891 - 0102 鹿児島県 鹿児島市星ケ峯2-62-10 s-a□daian.net

1190 22107688 平山 芳浩 一般建築物 株式会社ドアーズ 857 - 0852 長崎県 佐世保市干尽町5番1号 

1191 22106968 折原 浩 一般建築物 アイ・テック株式会社 326 - 0814 栃木県 足利市通 orihara□ai-t.jp

1192 22105997 竹中 一雄 一般建築物 鹿島建物総合管理株式会社 814 - 0001 福岡県 福岡市早良区百道浜3丁目4番 ｱｸｱｺｰﾄ8番館701 k-takenaka□kajima-tatemono.com

1193 22108184 竹下 慎二 一般建築物  -    

1194 22106075 湯浅 英次 一般建築物 株式会社 安岡工務店 807 - 0843 福岡県 北九州市八幡西区三ケ森2-7-18 info□yoiie-yasuoka.co.jp

1195 22106230 鈴木 博史 一般建築物 ㈲大輝工業 252 - 0244 神奈川県 相模原市中央区田名 taikikogyo17□gmail.com

1196 22106229 加藤 直樹 一般建築物 株式会社　加藤商事 252 - 0244 神奈川県 相模原市中央区田名9283-3 

1197 22106886 眞榮城 守騎 一般建築物 エスケイプロ株式会社 123 - 0843 東京都 足立区西新井栄町3-8-3-102 info□sk-pro.biz

1198 22106251 小室 慎一 一般建築物 (株)松本塗装店 971 - 8185 福島県 いわき市泉町四丁目６－１６ matsupen.1949□proof.ocn.ne.jp

1199 22106736 神谷 智幸 一般建築物 株式会社ハッセイ 806 - 0063 福岡県 北九州市八幡西区市瀬１丁目２番１号 in□hassey.jp

1200 22107450 森田 一好 一般建築物 株式会社スリーアイ 116 - 0013 東京都 荒川区西日暮里2-31-5 3i.morita□gmail.com

1201 22107092 鈴木 秀孝 一般建築物 株式会社　IHIプラント 135 - 0061 東京都 江東区豊洲3-1-1 豊洲IHIビル

1202 22106600 大津 孝行 一般建築物 (株)イソベ建設 329 - 0215 栃木県 小山市網戸704-5 kkisobe□ia0.itkeeper.ne.jp

1203 22106508 増田 秀宏 一般建築物 株式会社　蒼和 270 - 2203 千葉県 松戸市六高台4-92-1 近鉄ハイツ六実107 masuda□souwa2015.com
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1204 22107603 森井 秀一 一般建築物 有限会社　森井建設 286 - 0212 千葉県 富里市十倉315-36 info□morii-k.com

1205 22106029 大塚 信一 一般建築物 大塚工務店 406 - 0803 山梨県 笛吹市御坂町井之上1272-1 ohtsukakoumuten7□gmail.com

1206 22107172 ヤマグチ コウジ 一般建築物 210 - 0844 神奈川県 川崎市川崎区渡田新町3-7-10 

1207 22108076 佐久間 崇夫 一般建築物 株式会社ビルテック 292 - 0055 千葉県 木更津市朝日二丁目７番２６号 

1208 22106899 北原 靖 一般建築物 北原建設株式会社 413 - 0027 静岡県 熱海市紅葉ガ丘町18-62 kitahara□jasmine.ocn.ne.jp

1209 22106900 井上 純一 一般建築物 株式会社　大谷建装 183 - 0042 東京都 府中市武蔵台1-36-19 シティリベラル１F otani-kensou.inoue□juno.ocn.ne.jp

1210 22106509 島野 洋一 一般建築物 塗装屋島色 270 - 2204 千葉県 松戸市六実3-15-3 p.company.shimairo□gmail.com

1211 22108187 木村 一徳 一般建築物 (株)志栄 806 - 0067 福岡県 北九州市八幡西区引野2丁目12-30 shiei□tsm.bbiq.jp

1212 22107276 溝口 岳大 一般建築物 株式会社サンフェイス 237 - 0062 神奈川県 横須賀市浦郷町5-2931 深浦事業所2階 mizoguchi□sunface.jp

1213 22107279 神野 直孝 一般建築物 株式会社神野工務店 270 - 1431 千葉県 白井市根1780-116 kamino.naotaka□gmail.com

1214 22107575 伊藤 健二 一般建築物 有限会社伊藤瓦店 192 - 0361 東京都 八王子市越野26-3 ファミール京王堀之内203 0su1tr18788161d□ezweb.ne.jp

1215 22104366 深尾 良孝 一般建築物 有限会社ウッドホーム 665 - 0831 兵庫県 宝塚市米谷1-11-10 

1216 22106294 椎名 利臣 一般建築物 有限会社　椎名土木 289 - 3185 千葉県 匝瑳市堀川３６２４ 

1217 22106708 松下 将典 一般建築物 株式会社将興業 611 - 0025 京都府 宇治市神明宮東2番地12 masakogyou999□ybb.ne.jp

1218 22106712 松下 和憲 一般建築物 株式会社将興業 611 - 0025 京都府 宇治市神明宮東2番地12 masakogyou999□yahoo.co.jp

1219 22106906 梅村 智晃 一般建築物 株式会社ジャクエツ 264 - 0024 千葉県 千葉市若葉区高品町1588-5 Y'S one 101 t-umemura□jakuets.co.jp

1220 22107093 永井 誠 一般建築物 青木あすなろ建設株式会社 414 - 0053 静岡県 伊東市荻499-220 

1221 22105564 中本 寿彦 一般建築物 592 - 8343 大阪府 堺市西区浜寺元町 tn0308□icloud.com

1222 22109820 渡辺 紗弓 一般建築物 株式会社RIKI 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜6-24-19 

1223 22106226 酒井 治彦 一般建築物 有限会社　創信 812 - 0895 福岡県 福岡市博多区竹下2-4-68 

1224 22107456 東辻 光広 一般建築物 144 - 0031 東京都 大田区東蒲田2丁目１６番１ メゾフォルテ101号室

1225 22109038 西薗 里江 一般建築物 建築工房ゆう 893 - 0064 鹿児島県 鹿屋市西原2丁目3番21号 ラキ1ｰ102 kenchikukoubou.yuu.n□outlook.jp

1226 22104439 星元 茂延 一般建築物 株式会社エスティーホーム 420 - 0916 静岡県 静岡市葵区瀬名中央1丁目7-27 hoshimoto_s□st-home.co.jp

1227 22109039 徳留 雄三 一般建築物 建築工房ゆう 893 - 0064 鹿児島県 鹿屋市西原2丁目3番21号 ラキ１-102 qqaf2kc9k□eos.ocn.ne.jp

1228 22103405 織田 貴嗣 一般建築物 東亜ハウス㈱ 739 - 0012 広島県 東広島市西条朝日町5-1 

1229 21100848 向山 和孝 一般建築物 株式会社向山鈑金工作所 722 - 2411 広島県 尾道市瀬戸田町瀬戸田393番地2 mbk0074□gol.com

1230 21100849 梶谷 純子 一般建築物 株式会社 向山鈑金工作所 722 - 2411 広島県 尾道市瀬戸田町瀬戸田393番地2 

1231 22104669 打野 誠 一般建築物 ウチノ建設株式会社 020 - 0122 岩手県 盛岡市みたけ4-5-22 info□uchino-k.jp

1232 22105498 栗栖 浩 一般建築物 株式会社栗栖組 697 - 0036 島根県 浜田市天満町14番地4 kurisu12□gamma.ocn.ne.jp

1233 22103255 大谷 匡史 一般建築物 株式会社　昇進 361 - 0071 埼玉県 行田市栄町15－31 shoshin□dune.ocn.ne.jp

1234 22105044 飯田 竜二 一般建築物 飯田解体 238 - 0032 神奈川県 横須賀市平作1-8-12 

1235 22106711 迫田 洋介 一般建築物 有限会社ポログレス  -    sakoda□poroguresu.com
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1236 22105944 宇佐見 清茂 一般建築物 塩谷建設株式会社 483 - 8387 愛知県 江南市後飛保町新開155番地 

1237 22108286 三坂 晃嗣 一般建築物 ㈱友菱 532 - 0011 大阪府 大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル203号

1238 22103397 ハシモト トモヒロ 一般建築物 ㈱アーサ 663 - 8184 兵庫県 西宮市鳴尾町3-17-19 hashimoto□a-sa.co.jp

1239 22107341 曽我 誠 一般建築物 丸共建設株式会社 509 - 2311 岐阜県 下呂市乗政648 s.makoto□marukyo-k.net

1240 22105089 鈴木 哲也 一般建築物 シンワクライム株式会社 663 - 8181 兵庫県 西宮市若草町2-5-12 

1241 22105090 鈴木 盛也 一般建築物 シンワクライム株式会社 663 - 8181 兵庫県 西宮市若草町2-5-12 

1242 22105904 房崎 修 一般建築物 株式会社　修栄 123 - 0872 東京都 足立区江北2-34-9 o.fusazaki□syuuei-kaitai.com

1243 22105903 房崎 晶子 一般建築物 株式会社修栄 123 - 0872 東京都 足立区江北 2－34－9 m.fusazaki□syuuei-kaitai.com

1244 22105333 増家 秀彦 一般建築物 有限会社　HUTT（ヒュート） 673 - 0533 兵庫県 三木市緑が丘町東1-1-51 hutt-masuka□ares.eonet.ne.jp

1245 22107139 加藤 謙一良 一般建築物 株式会社大都工務店 536 - 0014 大阪府 大阪市城東区鴫野西2-1-2 k.kato□daito-construction.co.jp

1246 22106359 仲妻 昭洋 一般建築物 三井ホーム（株） 811 - 2501 福岡県 糟屋郡久山町久原1843-183 a-nakatsuma□mitsuihome.co.jp

1247 22108737 坂井 友哉 一般建築物 株式会社ドローン工務店 535 - 0031 大阪府 大阪市旭区高殿2-12-6 drone□loki-group.com

1248 22106783 横幕 敬一郎 一般建築物 横幕敬一郎 136 - 0076 東京都 江東区南砂1-4-24-1103 レーベンハイム東陽町

1249 21103295 磯 真奈美 一般建築物 有限会社サン・レインボー 851 - 2127 長崎県 西彼杵郡長与町高田郷3722-1 

1250 22107675 桑山 恵久 一般建築物 株式会社新晃 591 - 8002 大阪府 堺市北区北花田町3-37-14 shinko_kuwayama□kjd.biglobe.ne.jp

1251 22106163 松﨑 秀人 一般建築物 株式会社　ノムラアークス 135 - 0091 東京都 港区台場2-3-5 台場ガーデンシティビル5F hi.matsuzaki□nomura-g.jp

1252 22104977 工藤 雄一郎 一般建築物 工藤建設株式会社 982 - 0212 宮城県 仙台市太白区太白1-6-11 kudo_1299-kensetsu□yahoo.co.jp

1253 22107806 稲田 健 一般建築物 株式会社稲田興業 338 - 0004 埼玉県 さいたま市中央区本町西1-11-18 inadakogyo-jim□jcom.zaq.ne.jp

1254 22104055 入江 智章 一般建築物 株式会社あいあーる不動産 818 - 0059 福岡県 筑紫野市塔原東1-5-3 mail□ir-estate.net

1255 22107757 本村 和也 一般建築物 和新瓦 572 - 0077 大阪府 寝屋川市点野3丁目22-3 info□washingawara.com

1256 22105858 森川 友雅 一般建築物 株式会社Reproduce 701 - 0151 岡山県 岡山市北区平野1088-1 

1257 22104467 鶴岡 裕也 一般建築物 鶴岡工業 869 - 0512 熊本県 宇城市松橋町古保山2322-1 yuya10111214□yahoo.co.jp

1258 22106797 山本 秀樹 一般建築物 有限会社　山本建設 259 - 0132 神奈川県 中郡二宮町緑が丘3-6-17 y-ken-nakai□iaa.itkeeper.ne.jp

1259 22105864 坂根 史晃 一般建築物 株式会社Reproduce 701 - 0151 岡山県 岡山市北区平野1088-1 

1260 22106596 モチダ タカアキ 一般建築物 （株）光和テクノサービス 410 - 0873 静岡県 沼津市大諏訪840-1 kohwa-co.ltd-tm□ma.tnc.ne.jp

1261 22107891 大矢 記生 一般建築物 大矢造園設備有限会社 465 - 0022 愛知県 名古屋市名東区藤森西町５０１番地の５ oya□zouensetubi.office.to

1262 22105494 絈谷　 康朋 一般建築物 有限会社オレンジハウス 631 - 0811 奈良県 奈良市秋篠町582-13 info□orangehouse-nara.co.jp

1263 22104654 大景 祥 一般建築物 Smau design 600 - 8815 京都府 京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階　KRP BIZ NEXT smau.design□gmail.com

1264 22104058 千葉 融 一般建築物 株式会社北捷 059 - 0028 北海道 登別市富岸町3-18-30 

1265 21101922 近藤 圭一 一般建築物 558 - 0014 大阪府 大阪市住吉区我孫子1-8-23-101 kurosuke.b□gmail.com

1266 22104212 村上 靖 一般建築物 株式会社　丸本建設 988 - 0811 宮城県 気仙沼市東八幡前276-1 murakami□garapa.co.jp

1267 22104213 三浦 正照 一般建築物 株式会社　丸本建設 988 - 0552 宮城県 気仙沼市唐桑町津本16-4 marumoto-doboku□garapa.co.jp
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1268 22107141 釜山 洋宜 一般建築物 株式会社　ＨＩＲＯ建築リフォーム 560 - 0014 大阪府 豊中市熊野町4-7-49 

1269 22107947 廣本 昌幸 一般建築物 広本工務店株式会社 824 - 0001 福岡県 行橋市行事2丁目6-60 hiroko-1028□outlook.jp

1270 22106766 油田 学 一般建築物 株式会社安田エステートサービス 108 - 0023 東京都 港区芝浦３－１－１ msb田町ステーションタワーN棟 yuta.manabu□yes.yasuda-soko.co.jp

1271 22104887 サバシ タツミ 一般建築物 小池土木株式会社 509 - 0206 岐阜県 可児市土田3683-1 

1272 22104484 斎藤 伸一 一般建築物 株式会社　彩棟 025 - 0015 岩手県 花巻市東十二丁目 第23地割166番地4 s.s.saito-shin□blue.plala.or.jp

1273 22107673 浅田 勝 一般建築物 サダマサル 656 - 0101 兵庫県 洲本市納211-1 

1274 22105579 久田 卓 一般建築物  -    

1275 22104051 村尾 秀樹 一般建築物 有限会社　村尾 831 - 0041 福岡県 大川市小保30 hideki□murao.co.jp

1276 22106760 菱沼 康之 一般建築物 株式会社ヒシヌマ 239 - 0841 神奈川県 横須賀市野比3-3-15 info□hisinuma.jp

1277 22105958 楠本 泰教 一般建築物 株式会社ヨシダ工務店 601 - 8112 京都府 京都市南区上鳥羽勧進橋町29-2 山幸ビル2階 yoshicou□zeus.eonet.ne.jp

1278 22104698 芦澤 幸男 一般建築物 （株）LIXILトータルサービス ビルサービス課 136 - 8535 東京都 江東区大島 ２－１－１ LIXIL WINGビル yukio.ashizawa□lixil.com

1279 22105093 里吉 智之 一般建築物 (株)ウオハシ 676 - 0822 兵庫県 高砂市阿弥陀町魚橋362-51 satoyoshi□mbr.nifty.com

1280 22106790 佐々木 陸 一般建築物  -    

1281 22106009 冨永 貫志 一般建築物 正和工業株式会社 274 - 0805 千葉県 5-15-22 グランド・ソレイユ102

1282 22105756 杉浦 広一 一般建築物 株式会社ナカムラ熊本支店  -  熊本県 熊本市南区流通団地１丁目49番地 

1283 22104939 星 大地 一般建築物 161 - 0035 東京都 新宿区中井 hoshi□sakae-setsubi.co.jp

1284 22106570 小林 義幸 一般建築物 有限会社　今村組 204 - 0022 東京都 清瀬市松山1-12-3 

1285 22105087 古賀 恵 一般建築物  -  大阪府  

1286 22105149 石塚 道夫 一般建築物 ㈱エイシークリエイト  -    

1287 22104936 柿内 孝幸 一般建築物 さかえ設備株式会社 165 - 0026 東京都 中野区新井5-28-3 

1288 22105210 竹内 歳裕 一般建築物 株式会社河野 157 - 0061 東京都 世田谷区北烏山2-5-4 kabuko.kenzo□gmail.com

1289 22108031 森田 竜雄 一般建築物 661 - 0982 兵庫県 尼崎市食満５丁目７－２５ 

1290 22104655 椎葉 孝典 一般建築物 株式会社　北梅組 536 - 0006 大阪府 大阪市城東区野江1丁目3番1号 t-shiiba□kitaume.co.jp

1291 22104262 小田 航平 一般建築物 株式会社　長崎材木店 811 - 3101 福岡県 古賀市天神5-10-3 

1292 22105881 矢野 健一 一般建築物 株式会社リムファイン福岡 810 - 0001 福岡県 福岡市中央区天神5-9-13 NBF福岡ビル2階 k_yano□remfine-f.com

1293 22104691 佐々 久 一般建築物 太陽産業　株式会社 114 - 0023 東京都 北区滝野川6-15-8 takinogawa□taiyo-sg.jp

1294 22105252 七嶋 修一 一般建築物 株式会社エスプランニング 819 - 0038 福岡県 福岡市西区羽根戸684-1 splanning□ab.auone-net.jp

1295 22106235 寺林 隆志 一般建築物 三耐保温株式会社 939 - 0305 富山県 射水市鷲塚91-3 

1296 22106370 高見 俊平 一般建築物 三耐保温株式会社 939 - 0305 富山県 射水市鷲塚91-3 

1297 22106958 庄司 英俊 一般建築物 田辺建設株式会社 102 - 0085 東京都 千代田区六番町13番地 中島ビル3階 syoji□tanabe-kensetu.co.jp

1298 22106141 今浦 斉 一般建築物 株式会社森工務店 581 - 0869 大阪府 八尾市桜ケ丘4-5 imaura.morikoumuten□gmail.com

1299 22105101 岩田 優 一般建築物 (有)ダイイチ電工 699 - 1511 島根県 仁多郡奥出雲町三成251-2 4ox□au.com
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1300 22105151 飯沼 孝行 一般建築物 株式会社滝島商店 205 - 0014 東京都 羽村市羽東1-12-54 

1301 22104408 岸 祐太朗 一般建築物 株式会社アークリー 222 - 0033 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-12-16 遠藤ビル9階 kishi□arkley.jp

1302 22106585 伊藤 隆之 一般建築物 有限会社伊藤工務店 185 - 0004 東京都 国分寺市新町1-12-38 

1303 22105225 渡邉 武志 一般建築物 株式会社Ｂ．Ｂ 244 - 0802 神奈川県 横浜市戸塚区平戸１丁目１３番２４－４０９号 take19661001□gmail.com

1304 22105588 小城 直人 一般建築物 鹿児島総建株式会社 899 - 6404 鹿児島県 霧島市溝辺町麓325-1 kagosimasouken□cg7.so-net.ne.jp

1305 20104808 松宮　 修 一般建築物 株式会社工栄建設 617 - 0006 京都府 向日市上植野町 

1306 22105067 由井原 克志 一般建築物 克志 436 - 0342 静岡県 掛川市上西郷 maiu.katushi□gmail.com

1307 22106481 千葉 英明 一般建築物 SEARCH and CORE 121 - 0052 東京都 足立区六木1-4-5 search.and.core□gmail.com

1308 22108176 植田 哲至 一般建築物 有限会社グローブデザイン 702 - 8036 岡山県 岡山市南区三浜町２丁目１－９－２ gdesign.t11□gmail.com

1309 21102199 田中 雅之 一般建築物 (株)工栄建設 567 - 0034 大阪府 茨木市中穂積三丁目15-36 info□k-kouei-k.co.jp

1310 22106620 姥谷 直樹 一般建築物 株式会社ウバタニ商店 552 - 0011 大阪府 大阪市港区南市岡2-4-3 

1311 22104268 菊池 裕悟 一般建築物 北日本外装株式会社 023 - 0827 岩手県 奥州市水沢太日通り2-2-10 北日本外装ビル yugo□north-lands.jp

1312 22103918 渡部 佳秀 一般建築物 酒見建設株式会社 830 - 0027 福岡県 久留米市長門石1-11-3 

1313 22108421 徳安 豊作 一般建築物 竹中建設(株) 800 - 0217 福岡県 北九州市小倉南区下曽根１丁目７番４号 takeken□vanilla.ocn.ne.jp

1314 22104160 左山 香 一般建築物  -  大分県  kaori-s611□outlook.jp

1315 22104547 山内 正幸 一般建築物 株式会社ミライズ 829 - 0102 福岡県 築上郡築上町築城173 

1316 21102062 山中 一晃 一般建築物 ㈱LIXILﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ 587 - 0012 大阪府 堺市美原区多治井232-217 

1317 22105391 山本 勝也 一般建築物 環境サービス 株式会社 410 - 0312 静岡県 静岡県沼津市原 2198-1 kankyou□vivid.ocn.ne.jp

1318 22105843 仲田 勝洋 一般建築物 株式会社ナカタ 558 - 0014 大阪府 大阪市住吉区我孫子5-1-7 ネオロイヤルハイツ604号 nakata□nakata-r.com

1319 22103708 岡ノ谷 一也 一般建築物 有限会社ヒルバリー 411 - 0903 静岡県 駿東郡清水町堂庭73-3 hirubari□d-partners.net

1320 22104660 稲岡 裕 一般建築物 (株)長谷川ホーム 731 - 5106 広島県 広島市佐伯区利松 inaoka□hasegawa-yh.com

1321 22106143 西嶋 秀美 一般建築物 堺土建株式会社 593 - 8321 大阪府 堺市西区宮下町12番1号 

1322 22105680 尾北 賢一 一般建築物 賢一 572 - 0046 大阪府  

1323 22107981 小林 美一 一般建築物 山田建設株式会社 100 - 0101 東京都 大島町元町2-9-16 y.kobayashi□yamaken-oi.co.jp

1324 22103712 齋藤 興起 一般建築物 株式会社　斎藤 591 - 8012 大阪府 堺市北区中村町2-2 

1325 22107291 土肥 直人 一般建築物 幸成ハウジング株式会社 131 - 0032 東京都 墨田区東向島5-9-10 

1326 22107466 森 明陽 一般建築物 カズミ工業株式会社 131 - 0041 東京都 墨田区八広2-44-13 mori□e-kazumi.co.jp

1327 22108411 米田 紀行 一般建築物 米田建築設計事務所 689 - 0354 鳥取県 鳥取市気高町睦逢325 kumayonenori□yahoo.co.jp

1328 22107936 中山 三雄 一般建築物 株式会社ピリコ 763 - 0072 香川県 丸亀市山北町457番地2 

1329 22106485 藤宮 達朗 一般建築物 藤宮工務店株式会社 351 - 0011 埼玉県 朝霞市本町2-7-33 ビビッドステージ１F t-fujimiya□fujimiyakoumuten.co.jp

1330 22106733 松本 洋幸 一般建築物 有限会社松本防災工業 708 - 0015 岡山県 津山市神戸894-6 hiroyuki-mb□waltz.ocn.ne.jp

1331 22105209 大阪 久史 一般建築物 株式会社エコプレミアム 193 - 0944 東京都 八王子市館町279-3 ecopremium626□ozzio.jp
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1332 22107292 古澤 良彦 一般建築物 有限会社 古沢商店 337 - 0003 埼玉県 さいたま市見沼区深作2-11-1 info□e-furusawa.co.jp

1333 22103666 石原 昌雪 一般建築物 キルヤ有限会社 587 - 0022 大阪府 堺市美原区平尾1862-6 ishihara□kiruyagogo.com

1334 22108772 野本 幸宏 一般建築物 株式会社　成晃 780 - 0973 高知県 高知市万々57ー32 nanaxs650□icloud.com

1335 22104060 大内 仁志 一般建築物 株式会社北捷 059 - 0024 北海道 登別市緑町2-8-129 

1336 22109418 野間田 直樹 一般建築物 （株）ユニベーション 683 - 0009 鳥取県 米子市観音寺新町4丁目5-12 univation.inc□gmail.com

1337 22104727 杉本 周平 一般建築物 杉本工業 424 - 0066 静岡県 静岡市清水区七ツ新屋1丁目14-33 

1338 22107060 古城 昇 一般建築物 株式会社メガテック 712 - 8074 岡山県 倉敷市水島川崎通1丁目 株式会社メガテック

1339 22107055 藪内 孝明 一般建築物 株式会社メガテック 712 - 8074 岡山県 倉敷市水島川崎通1丁目 株式会社メガテック

1340 22107234 厳本 泰典 一般建築物 有限会社オークス 700 - 0945 岡山県 岡山市南区新保1152-3 ya/iwamoto□oaks.tv

1341 22105581 藤田 匡一 一般建築物 株式会社フジタ 592 - 0012 大阪府 高石市西取石七丁目14番38号 info□fujita-co.jp

1342 22107966 山田 浩 一般建築物 （株）エス・アイ・シー 260 - 0025 千葉県 千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー　9Ｆ

1343 22106391 磯野 浩一 一般建築物 富士野建設株式会社 274 - 0805 千葉県 船橋市二和東６－１６－１８ 

1344 21102907 鈴木 州治 一般建築物 株式会社SAT 979 - 1302 福島県 双葉郡大熊町小入野字西大和久55 

1345 22106373 片岡 浩人 一般建築物 富士野建設株式会社 274 - 0805 千葉県 船橋市二和東６－１６－１８ 

1346 22106406 須藤 直樹 一般建築物 (有)須藤材木店 304 - 0068 茨城県 下妻市下妻丁364-4 naonaoath□ybb.ne.jp

1347 22105598 仲野 晃一 一般建築物 有限会社仲野建材 979 - 0213 福島県 いわき市四倉町名木字荒神下26 nakano-kenzai□ab.auone-net.jp

1348 22104614 菅野 正浩 一般建築物 988 - 0064 宮城県 気仙沼市九条358-4 

1349 22107536 重田 浩二 一般建築物 株式会社シゲケン 593 - 8315 大阪府 堺市西区菱木2丁2386-8 shigeken_s□ybb.ne.jp

1350 22104546 宮本 茂史 一般建築物 宮本　茂史 860 - 0004 熊本県 熊本市中央区新町3-6-1 

1351 22105910 篠塚 常美 一般建築物 株式会社キハラ 363 - 0027 埼玉県 桶川市川田谷6704-25 

1352 22109386 長尾 誠 一般建築物 有限会社東建塗装 501 - 6121 岐阜県 岐阜市柳津町上佐波東2-45 touken.keiri□gmail.com

1353 22108995 大園 侑生 一般建築物 ZonoHome株式会社 537 - 0003 大阪府 大阪市東成区神路一丁目7番2号 楠本産業ビル１F info□zonohome.co.jp

1354 22105389 海野 浩行 一般建築物 株式会社　藤弘工業 417 - 0847 静岡県 富士市比奈 2348-7 unno□fujihiro-kougyou.co.jp

1355 22105390 長田 雅憲 一般建築物 株式会社　藤弘工業 417 - 0847 静岡県 富士市比奈 2348-7 osada□fujihiro-kougyou.co.jp

1356 22104755 永仮 勇 一般建築物 株式会社N工業 890 - 0073 鹿児島県 鹿児島市宇宿 7丁目７番２５号 au-kense□cello.ocn.ne.jp

1357 22109280 末吉 敬三 一般建築物 株式会社 森本組 579 - 8064 大阪府 東大阪市池島町8丁目5-2 office□morimotogumi-m.co.jp

1358 22109002 北村 義昭 一般建築物 株式会社 森本組 579 - 8064 大阪府 東大阪市池島町8丁目5-2 morimotogumi-111236□ninus.ocn.ne.jp

1359 22107419 今村 昭生 一般建築物 九州男児建設(有) 838 - 0228 福岡県 朝倉郡筑前町二120番地14 

1360 22103425 中村 昭正 一般建築物 雅野建設株式会社 274 - 0816 千葉県 船橋市芝山5丁目３９番1号 miyabino□mountain.ocn.ne.jp

1361 22107724 戸水 信孝 一般建築物 106 - 0023 東京都 新宿区西新宿7-9-5 tomizu□nobs.bz

1362 22110061 羽原 武久磨 一般建築物 エムズテック 730 - 0845 広島県 広島市中区舟入川口町3-8-101 

1363 22106529 小池 健一 一般建築物 有限会社　成建 555 - 0001 大阪府 大阪市西淀川区佃6-7-5 
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1364 22104355 北岡 研一 一般建築物 有限会社ウッドホーム 665 - 0831 兵庫県 宝塚市米谷1-18-7 kitaoka□wood-home.jp

1365 22109675 辻中 勝則 一般建築物 辻中株式会社 603 - 8804 京都府 京都市北区西賀茂井ノ口町61-6 katsunori.0805□gmail.com

1366 22107630 本田 尚人 一般建築物 株式会社スリーアップ 252 - 0203 神奈川県 相模原市中央区東淵野辺4-15-50-3 honda□3-up.co.jp

1367 22110295 室 忠一 一般建築物 有限会社室工務店 617 - 0003 京都府 向日市森本町石田22-32 murokoumuten□gmail.com

1368 22107545 中村 繁 一般建築物 株式会社　安藤・間 739 - 1751 広島県 広島市安佐北区深川6-50-3 

1369 22109787 三輪 友美 一般建築物 hacopuras株式会社 726 - 0023 広島県 府中市栗柄町3079-5 hacopurasu□outlook.jp

1370 22110070 藤森 和記 一般建築物 712 - 8011 岡山県 倉敷市連島町連島2424-26 

1371 22108781 森 庸介 一般建築物 株式会社JM 730 - 0051 広島県 広島市中区大手町5丁目2番22号 山陽ビル2号館6階

1372 22108412 島岡 直哉 一般建築物 株式会社　あしがる 780 - 0863 高知県 高知市与力町12-16 

1373 22109686 石光 誠 一般建築物 株式会社　石光　　DEAR HOME. 745 - 0066 山口県 周南市岡田町10-12 dear_home14□ishimitsu-p.com

1374 22110329 中村 洋希 一般建築物 株式会社　雅デザインホーム 739 - 1732 広島県 広島市安佐北区落合南3-12-18 nakamura□miyabi.house

1375 22107152 小島 龍二 一般建築物 リフォーム屋さん 738 - 0042 広島県 廿日市市地御前2丁目6-1 r.kojima□reformyasan.com

1376 22109420 田島 惠史 一般建築物 株式会社　プログレス 733 - 0822 広島県 広島市西区庚午中1丁目14-15 

1377 22106002 武田 朋之 一般建築物 アスベストリサーチ株式会社 982 - 0011 宮城県 仙台市太白区長町3-7-13 3-7-13　マスカットビル３F takeda□abtr.jp

1378 22104872 岡島 弘治 一般建築物 ユアサクオビス株式会社  -    h-okajima□yuasaquobis.co.jp

1379 22110045 木本 真一 一般建築物 有限会社木本建設 636 - 0202 奈良県 磯城郡川西町結崎1822 

1380 22107187 佐藤 正光 一般建築物 株式会社　南青山建築工房 247 - 0056 神奈川県 鎌倉市大船2-19-35 CFネッツ鎌倉ビル3階

1381 22107008 北村 航 一般建築物 株式会社Ｄ・Ｒ・Ｍ 216 - 0044 神奈川県 川崎市宮前区西野川３－１１－８ 

1382 22109003 河野 正 一般建築物 太陽 555 - 0033 大阪府 大阪市西淀川区姫島2-10-2 

1383 22107986 丸山 秀之 一般建築物 株式会社丸山工務店 154 - 0016 東京都 世田谷区弦巻4番地24-10 

1384 22109784 椿 純一 一般建築物 株式会社 安藤・間 731 - 0135 広島県 広島市安佐南区長束1-6-2-19 tsubaki.junichi□ad-hzm.co.jp

1385 22109557 山田 康裕 一般建築物 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社　岡山営業所 712 - 8051 岡山県 倉敷市中畝8-5-1 

1386 22103710 海老 将志 一般建築物 株式会社　連瓦 440 - 0841 愛知県 豊橋市西口町字西ノ口23-2 

1387 22106367 近藤 亜紀子 一般建築物 ㈱ハウズ 108 - 0071 東京都 港区白金台3-15-2 

1388 22105583 古賀 聖二 一般建築物 久留米建設株式会社 830 - 1103 福岡県 久留米市北野町金島1782-1 s.koga□thankyou-home.jp

1389 22105471 髙橋 大 一般建築物 (有)髙橋工業 341 - 0037 埼玉県 三郷市高州1-27-2 

1390 22106273 野上 裕司 一般建築物 野上工業株式会社 123 - 0853 東京都 足立区本木2-31-5 nogami.kogyo□gmail.com

1391 22107321 前田 和成 一般建築物 株式会社 前田興業 212 - 0054 神奈川県 川崎市幸区小倉3-13-15-402 エクセレントハイツ新川崎

1392 22112128 望月 秀之 一般建築物 株式会社オプス・コーポレーション 612 - 8452 京都府 京都市伏見区中島堀端町24-2 

1393 22107711 岩本 剛 一般建築物 株式会社Reホームサービス 202 - 0005 東京都 西東京市住吉町4-9-4 info□re-homeservice.co.jp

1394 22107449 スズキ クニコ 一般建築物 250 - 0631 神奈川県 足柄下郡箱根町仙石原30 kuniko-s□minaos.co.jp

1395 22106633 瀧江 ルミ子 一般建築物 株式会社ピースメイン 733 - 0012 広島県 広島市西区中広町2丁目18-29 

43 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

1396 22106873 土岐 利恵 一般建築物 株式会社ピースメイン 733 - 0012 広島県 広島市西区中広町2丁目18-29 

1397 22109562 今橋 宏輔 一般建築物 n'eo planner.（n'tec株式会社） 720 - 0054 広島県 福山市城見町1丁目2-2 

1398 22200899 若尾 真一 一戸建て等 エスワークス 174 - 0054 東京都 板橋区宮本町34-2 s.wakaoworks□gmail.com

1399 22201191 佐久間 健次 一戸建て等 株式会社アンダーワークス 141 - 0022 東京都 品川区東五反田2-21-11 DIKマンション五反田101 k-sakuma□underworks.tokyo

1400 22201268 本間 久博 一戸建て等 本間工業 245 - 0018 神奈川県 横浜市泉区上飯田町244ー4 

1401 22201098 嘉松 宏友 一戸建て等 252 - 0302 神奈川県 相模原市南区上鶴間4-18-4 

1402 22200995 宮尾 慶太 一戸建て等 三幸建設株式会社 165 - 0034 東京都 中野区大和町1-14-6 sanko□silk.ocn.ne.jp

1403 22103429 有水 孝繕 一般建築物 孝繕 410 - 0007 静岡県 沼津市西沢田441-1 

1404 22109561 見吉 孝則 一般建築物 有限会社　見吉住設 730 - 0823 広島県 広島市中区吉島西1-4-15 

1405 22108401 大谷 円 一般建築物 株式会社　太信建設 546 - 0022 大阪府 大阪市東住吉区住道矢田8-11-13 otani999□gmail.com

1406 22200992 髙橋 健一 一戸建て等 株式会社フロンティア 340 - 0046 埼玉県 草加市北谷1-26-26 k.takahashi□r-frontier.co.jp

1407 22107614 島田 裕円 一般建築物 エスティーアイ株式会社 151 - 0073 東京都 渋谷区笹塚2-19-3 明和ビル8階 shimada-h□sti.ne.jp

1408 22108214 早川 栄治 一般建築物 小原建設株式会社 166 - 0012 東京都 杉並区和田1-20-1 三輝ビル402 eiji.hayakawa□obara-group.com

1409 22106371 片岡 丈 一般建築物 株式会社ニッシン冷熱 336 - 0027 埼玉県 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー7階 kataoka_takeshi□outlook.jp

1410 22109191 千葉 和廣 一般建築物 有限会社千葉建築 019 - 0701 秋田県 横手市増田町増田字石神西122-3 kchiba.bruce□gmail.com

1411 22109846 河田 智弘 一般建築物 株式会社Ｋワーク 501 - 6035 岐阜県 羽島郡笠松町円城寺2268 kwork618□gmail.com

1412 22108198 伊藤 幸夫 一般建築物 陽光ビルサービス株式会社 980 - 0013 宮城県 仙台市青葉区花京院2-1-62 花京院ビル801 y-ito□yokobs.net

1413 22107835 秋山 こづえ 一般建築物 181 - 0013 東京都 三鷹市下連雀3-43-19 グローリオ三鷹502

1414 22108829 五反 康裕 一般建築物 株式会社五反技建 890 - 0035 鹿児島県 鹿児島市田上町3868-3 gotan-giken□mocha.ocn.ne.jp

1415 22107958 佐藤 恭 一般建築物 株式会社キョーシン工業 983 - 0021 宮城県 仙台市宮城野区田子3-13-48 info□kyoshin0315.co.jp

1416 22109650 中山 正 一般建築物 中山開発株式会社 446 - 0001 愛知県 安城市里町森149番地 nakayamakaihatu□yahoo.co.jp

1417 22109805 藤田 啓輔 一般建築物 佐藤工業株式会社 989 - 6136 宮城県 大崎市古川穂波4-3-10 フレンドパーク穂波の郷102号室 keisuke.fujita□satokogyo.co.jp

1418 22107858 稲葉 浩二 一般建築物 株式会社アイ・エヌ 177 - 0032 東京都 練馬区谷原2-8-7 カテリーナ403 aienu.178k□jcom.zaq.ne.jp

1419 22108614 藤島 兼一 一般建築物 日本電設工業株式会社 276 - 0022 千葉県 八千代市上高野1163-3 k-fujishima□densetsuko.co.jp

1420 22108895 今野 哲朗 一般建築物 株式会社今野ハウジング 999 - 7123 山形県 鶴岡市大岩川甲399 itotetsu1216□gmail.com

1421 22107968 新井 学 一般建築物 株式会社　ヒット工業 190 - 0013 東京都 立川市富士見町2-9-17 hit.m-arai□diary.ocn.ne.jp

1422 22108316 佐藤 和彦 一般建築物 989 - 6252 宮城県 大崎市古川荒谷字新蓑浦199 arayakazu199□i.softbank.jp

1423 22109380 山本 舜 一般建築物 セキスイハイム中部株式会社  -    yamamotosyun0812□icloud.com

1424 21102940 梨本 智 一般建築物 都重機土木有限会社 970 - 8026 福島県 いわき市平北目町81-3 

1425 22112945 橋詰 源一郎 一般建築物 株式会社橋詰電気工業所 538 - 0041 大阪府 大阪市鶴見区今津北5-12-15 

1426 22108075 平谷 俊一 一般建築物 有限会社からあ 340 - 0824 埼玉県 八潮市垳535-69 info□color1153.com

1427 22107796 石田 文子 一般建築物 (株)建築工房 零 981 - 3213 宮城県 仙台市泉区南中山4-3-16 
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1428 22107295 船坂 健一 一般建築物 株式会社イー・エム 336 - 0926 埼玉県 さいたま市緑区東浦和2-3-9 e-em□nifty.com

1429 22107013 榊原 弘仁 一般建築物 弘和建設株式会社 181 - 0013 東京都 三鷹市下連雀3-9-2 弘和ビル

1430 22107729 樽井 淳史 一般建築物 株式会社マル太 334 - 0062 埼玉県 川口市榛松3-1-26 tarufam7□yahoo.co.jp

1431 22108716 田邊 政典 一般建築物 467 - 0813 愛知県 名古屋市瑞穂区西ノ割町 

1432 22108929 岡本 善博 一般建築物 株式会社作務 250 - 0055 神奈川県 小田原市久野3764-11 y.okamoto□zensan.co.jp

1433 22108635 髙栁 健 一般建築物 株式会社　大気社  -  神奈川県 横浜市都筑区 

1434 22106835 高橋 正大 一般建築物 関東冷暖設備株式会社  -    

1435 22107615 對馬 将文 一般建築物 株式会社セキチュー  -    

1436 22108350 髙橋 敏男 一般建築物 株式会社ダイエー建設 133 - 0073 東京都 江戸川区鹿骨5-21-6 

1437 22106919 髙橋 研 一般建築物 株式会社トップリフォーム 141 - 0031 東京都 品川区西五反田1-30-2 ウィン五反田ビル３F info□topreform.jp

1438 22107208 大石 信之 一般建築物 大建 424 - 0929 静岡県 静岡市清水区日立町9-27 ooken2018gj□gmail.com

1439 22109301 倉原 孝慈 一般建築物 株式会社 プログレス 733 - 0822 広島県 広島市西区庚午中一丁目14番15号 

1440 22109302 長岡 俊史 一般建築物 ㈱プログレス 731 - 5137 広島県 広島市佐伯区美の里2-9-3-3 

1441 22111006 若林 志茉 一般建築物 （一財)関西環境管理技術センター(EMATEC) 550 - 0021 大阪府 大阪市西区川口2-9-10 s_wakabayashi□ematec.or.jp

1442 22110593 清水 敏昭 一般建築物 滋賀県草津市東矢倉三丁目3ー19

1443 22108069 石原 健一郎 一般建築物 株式会社でんきのサントップ 861 - 1102 熊本県 合志市須屋364-5 

1444 22103649 荻島 章二 一般建築物 株式会社　しょうじ建設 419 - 0103 静岡県 田方郡函南町軽井沢226-1 shojikaitai□outlook.jp

1445 22109378 髙橋 敦司 一般建築物 太平産業株式会社  -   愛知県名古屋市 

1446 22106611 村上 学 一般建築物 466 - 0022 愛知県 名古屋市昭和区塩付通1-11-1 ブロンズ森島

1447 22110592 永田 英幸 一般建築物 株式会社　山上組  -    nagata□yamagamigumi.com

1448 22108423 河田 敦 一般建築物 合同会社グルーオンラボ 755 - 0152 山口県 宇部市あすとぴあ4-2-15 新事業創造支援センター　合同会社グルーオンラボ info□gluonlab.co.jp

1449 22108335 糸賀 寛 一般建築物 ㈱ｱｯﾌﾟ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞ一級建築士事務所 333 - 0811 埼玉県 川口市戸塚2-22-33 エスポワール308 upliving.design□gmail.com

1450 22112008 山内 健治 一般建築物 有限会社 成建産業 431 - 3115 静岡県 浜松市東区西ケ崎町1090 seiken-s□triton.ocn.ne.jp

1451 22111773 森下 祐司 一般建築物 株式会社CoLors 514 - 0027 三重県 津市大門3-3 野田ビル2階 colors□mie-tosou.com

1452 22108943 大内 友和 一般建築物 外壁リペア専門店 株式会社 242 - 0003 神奈川県 大和市林間2-1-1 リバゲインビル 2-D号室 own.homecare□gmail.com

1453 22109852 曽我 匡智 一般建築物 有限会社ナオック・ホーム 238 - 0313 神奈川県 横須賀市武1-8-17 naokkhome02□yahoo.co.jp

1454 22108394 渡邊 基好 一般建築物 株式会社　心和 454 - 0964 愛知県 名古屋市中川区富永2丁目３９３番地 shinwa□outlook.jp

1455 22109042 岩本 大輔 一般建築物 株式会社岩本設備 810 - 0801 福岡県 福岡市博多区中洲3-7-10 iwasetu693□gmail.com

1456 22109462 yamakawa hiroshi 一般建築物 yamakawa 270 - 0021 千葉県 松戸市小金原1-34-12 第2スターテラス103 yama43351206□yahoo.co.jp

1457 22109886 次郎丸 浩幸 一般建築物 有限会社　ジェイ・ロード 753 - 0076 山口県 山口市泉都町 10-28 h.jiromaru□j-road.co.jp

1458 22110698 矢野 博靖 一般建築物 野博靖 440 - 0071 愛知県 豊橋市北島町 aihou-d.gamagouri□ceres.ocn.ne.jp

1459 22110253 和田 進 一般建築物 株式会社トーエネックサービス 460 - 0003 愛知県 名古屋市中区錦3-22-20 
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1460 22110975 佐橋 道広 一般建築物 株式会社メディ.ケア 485 - 0812 愛知県 名古屋市緑区神の倉4-22-3 sahashi□medicare-nagoya.co.jp

1461 22109599 竹内 立 一般建築物 大成温調株式会社関東支店 123 - 0873 東京都 扇１丁目19-18-303 r-takeuchi□taisei-oncho.co.jp

1462 22110053 川原﨑 智明 一般建築物 昇英建設株式会社 578 - 0911 大阪府 東大阪市中新開1-6-12 COMPLAZA中新開Ⅱ　L号室

1463 22109463 衣本 泰尚 一般建築物 小川建設株式会社 146 - 0085 東京都 大田区久が原3-31-15 kinumoto□ogawakensetu.com

1464 22107150 土屋 菜々実 一般建築物  -    

1465 22109457 片山 博美 一般建築物 株式会社 片山総業 352 - 0021 埼玉県 新座市あたご3-2-9 h-katayama□katayama-sougyo.jp

1466 22108366 片山 芙美 一般建築物 株式会社 片山総業 352 - 0021 埼玉県 新座市あたご3-2-9 f-katayama□katayama-sougyo.jp

1467 22104535 天願 善道 一般建築物 株式会社アイル 557 - 0042 大阪府 大阪市西成区岸里東1-6-26 トイズコート1F tengan-y□nifty.com

1468 22108293 杉原 勇 一般建築物 株式会社アイル 557 - 0042 大阪府 大阪市西成区岸里東1-6-26 トイズコート1F ill□air.ocn.ne.jp

1469 22106127 寺内 理浩 一般建築物 株式会社丸八　豊橋営業所 440 - 0086 愛知県 豊橋市下地町宮前13-1 

1470 22105538 藤川 太伸 一般建築物 株式会社フジカワ 277 - 0813 千葉県 柏市大室1-24-5 

1471 22106535 石谷 真一郎 一般建築物 ヘキサ株式会社 550 - 0005 大阪府 大阪市西区西本町1-6-8 SSビル本町西9F info□hexa-const.com

1472 22109159 今井 直基 一般建築物 屋根屋いまい 520 - 0247 滋賀県 大津市仰木4丁目２－４３ 

1473 22111454 田中 信幸 一般建築物 株式会社サン商会 635 - 0024 奈良県 大和高田市日之出西本町4-9 info□sun48.co.jp

1474 22109411 真田 健一 一般建築物 オブハウス株式会社 668 - 0005 兵庫県 豊岡市滝171-3 k.sanada□ofhouse.co.jp

1475 22111571 宮﨑 隆 一般建築物 京都テクニカル株式会社 616 - 8031 京都府 京都市右京区花園鷹司町1 花園団地13棟103号

1476 22111330 野崎 亮 一般建築物 有限会社　野崎塗装 566 - 0045 大阪府 摂津市南別府町14-15 nozakitosou3003□icloud.com

1477 22111565 塩﨑 晃生 一般建築物 株式会社ホームネット 552 - 0007 大阪府 大阪市港区弁天3丁目2番21号 home-net□goo.jp

1478 22108769 林 周吾 一般建築物 ＢＲＯＬＹ 599 - 8247 大阪府 堺市中区東山８１２－２ 59broly2020□gmail.com

1479 22106045 岡本 貴弥 一般建築物 ㈲岡本瓦工業 520 - 1522 滋賀県 高島市新旭町新庄1112-6 

1480 22111116 本橋 行治 一般建築物 安全管理株式会社 607 - 8193 京都府 京都市山科区大宅沢町174 aef06645□nifty.com

1481 22111570 金城 正彦 一般建築物 株式会社T&Y工務店 574 - 0015 大阪府 大東市野崎4丁目9-1 東田ビル3F ty-koumuten□flute.ocn.ne.jp

1482 22111910 向井 悠佑 一般建築物 株式会社SAKURA  -  大阪府 高槻市氷室町 コンフォート mukai□sakura-p.com

1483 22111452 羽根 宏明 一般建築物 株式会社ファンリノベ 564 - 0063 大阪府 吹田市江坂町1-23-32-2F hiroaki-hane□fanrenove.co.jp

1484 22110463 佐野 淸 一般建築物 オリジン 630 - 0222 奈良県 生駒市壱分町1365-9 nizinoakari□gmail.com

1485 22108609 平松 教尚 一般建築物 有限会社ホームサービスひらまつ 270 - 0143 千葉県 流山市向小金1-270-1 

1486 22111009 モトハシ ヨウスケ 一般建築物 安全管理株式会社 607 - 8061 京都府 京都市山科区音羽草田町43-70 aef06646□nifty.com

1487 22200346 石井 義隆 一戸建て等 三井ホームエステート株式会社 102 - 0071 東京都 千代田区富士見2-3-11 

1488 22200441 藤村 珠子 一戸建て等  -    

1489 22107666 蓑田 了 一般建築物 有限会社蓑田興業 501 - 0431 岐阜県 本巣郡北方町北方1419-2 minoda.indusutrial□gmail.com

1490 22201125 佐々木 隆司 一戸建て等 ササキ瓦商店 596 - 0035 大阪府 岸和田市春木泉町20-43 takashi□iCloud.com

1491 22201126 安井 秀幸 一戸建て等 安井瓦商店 590 - 0027 大阪府 堺市堺区榎元町4丁5-25 
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1492 22201124 隈下 佳一 一戸建て等 株式会社岡隈瓦商店 561 - 0859 大阪府 豊中市服部豊町2-3-4 info□okakuma.com

1493 22109259 八木 保夫 一般建築物 やぎ建築 471 - 0063 愛知県 豊田市京町5-11-1 

1494 22109507 土本 貴也 一般建築物 株式会社ツチモト建築 501 - 2557 岐阜県 岐阜市溝口上 115 tsuchimoto.kenchiku□icloud.com

1495 22200353 田川 秀樹 一戸建て等 セキスイハイム山陽株式会社 670 - 0982 兵庫県 姫路市岡田723番地1 

1496 22107302 町田 磨希理 一般建築物 ながの暮らしネット 399 - 8501 長野県 北安曇郡松川村3402-4 info□nagano-kurashi.net

1497 22104796 山﨑 和雄 一般建築物 オーエムインテリア 233 - 0016 神奈川県 横浜市港南区下永谷5-51-10 om.interia□outlook.com

1498 22105188 西岡 浩司 一般建築物 335 - 0031 埼玉県 戸田市美女木2丁目17番1号 ファミール27  307 nishioka3866□docomo.ne.jp

1499 22107264 尾川 昭広 一般建築物 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 272 - 0111 千葉県 市川市妙典3-22-22 アルファグランデ市川妙典203

1500 22111327 山本 剛史 一般建築物 株式会社土佐工務店 663 - 8112 兵庫県 西宮市甲子園口北町 パラツィーナ甲子園口Ⅱ　103号室 tsuyoc□tosa-koumuten.com

1501 22108981 桒野 智典 一般建築物 日建ビルテクノ株式会社  -    kuwano□nikken-bt.jp

1502 22109381 黒田 健氏 一般建築物 株式会社清和工業 465 - 0028 愛知県 名古屋市名東区猪高台2丁目312番地 k-kuroda□seiwa-i.co.jp

1503 22109822 山田 詠仁 一般建築物 187 - 0032 東京都 小平市小川町1-2369-12 yamada□yuwa-bousui.co.jp

1504 22201371 中牧 昭二 一戸建て等 ライファ長野西 381 - 0101 長野県 長野市若穂綿内6459-20 smtm5kn8□diary.ocn.ne.jp

1505 22109611 竹部 登 一般建築物 トップリフォーム 194 - 0004 東京都 町田市鶴間6-19-5 top210320-15ta□tbz.t-com.ne.jp

1506 22201389 田中 剛司 一戸建て等 テクトーン合同会社 392 - 0015 長野県 諏訪市中洲5306-1 A棟 tekton.tanaka921□gmail.com

1507 22109221 中村 正純 一般建築物 株式会社　H＆Mホームズ 340 - 0815 埼玉県 八潮市八潮5-8-14 レジデンスルージュ101 nakamura.m□h-mhomes.com

1508 22109816 下沖 和幸 一般建築物 LOHAS JAPAN株式会社 105 - 0014 東京都 港区芝２－５－１５ gori1761□gmail.com

1509 22200953 小林 司 一戸建て等 (有)ハウスリメイク 386 - 1435 長野県 上田市十人142-1 

1510 22105939 柴田 隆 一般建築物 株式会社ゼテックス 170 - 0004 東京都 豊島区北大塚1-22-3 パークサイドビルディング2F shibata□zetex.co.jp

1511 22108662 池上 敏文 一般建築物 新三平建設株式会社  -    ikegami□shinsampei.com

1512 22109939 荒田 勇二 一般建築物 株式会社マイタウン西武 352 - 0035 埼玉県 新座市栗原5-3-1 arata□mytown-seibu.com

1513 22109351 根岸 隆行 一般建築物 株式会社永和工業　東京支店 105 - 0003 東京都 港区西新橋3－23－6 第一白川ビル４階 t.negishi□eiwa-kogyo.com

1514 22110145 松山 俊彦 一般建築物 村上工業株式会社 186 - 0005 東京都 国立市西2-20-6 

1515 22109601 大塚 貴裕 一般建築物 株式会社　浦安設備管工  -    takahiro□urasetsu.com

1516 22110461 濱野 信 一般建築物 藤本電業株式会社 561 - 0812 大阪府 豊中市北条町1-29-15 

1517 22201323 金谷 秀司 一戸建て等 有限会社　金谷商事 378 - 0015 群馬県 沼田市戸鹿野町720-17 kanaya02□outlook.com

1518 22112949 堤 聖和 一般建築物 有限会社ツツミ 543 - 0052 大阪府 大阪市天王寺区大道1-1-15 クランデール英 101

1519 22109738 岩戸 浩一 一般建築物 有限会社アートホームビルダー 350 - 1317 埼玉県 狭山市水野520-80 iwato.kouiti□rouge.plala.or.jp

1520 22109473 橋本 竜二 一般建築物 株式会社アールズホーム 339 - 0033 埼玉県 さいたま市岩槻区黒谷1307-38 

1521 22108258 山口 勇 一般建築物 株式会社友菱 104 - 0041 埼玉県 中央区新富2-15-5-701 

1522 22112946 松田 圭司 一般建築物 アートテクノ株式会社 578 - 0983 大阪府 東大阪市吉田下島6-15 arttechno.k□gmail.com

1523 22111677 二階 悠太 一般建築物 ユーデザイン 586 - 0034 大阪府 河内長野市上田町30-2 グリーンマンション1204
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1524 22108119 阿部 智広 一般建築物 有限会社三鈴商工  -    

1525 22108112 野本 幸代 一般建築物 347 - 0064 埼玉県 加須市東栄1-12-27 

1526 22112130 藤岡 郁磨 一般建築物 株式会社　きんでん 531 - 8550 大阪府 大阪市北区本庄東2丁目3番41号 きんでん本店　北館　３階 fujioka_ikuma□kinden.co.jp

1527 22109009 新田 真司 一般建築物 ニッタ建築事務所 635 - 0047 奈良県 大和高田市田井新町11-8 ミナミビル2F nitta-ao□if-n.ne.jp

1528 22109515 武藤 亮太 一般建築物 430 - 0851 静岡県 浜松市中区向宿2-22-15 eco.muto85□gmail.com

1529 22109480 上村 友紀 一般建築物 株式会社アレクシード 272 - 0013 千葉県 市川市高谷3-6-25 

1530 22110784 松本 義信 一般建築物 株式会社ユナイト 264 - 0021 千葉県 千葉市若葉区若松町415-1 unite_reform□silver.plala.or.jp

1531 22110785 桐生 恵美子 一般建築物 株式会社ユナイト 264 - 0021 千葉県 千葉市若葉区若松町415-1 info□unite-inc.jp

1532 22110290 鈴木 良平 一般建築物 株式会社　山内工務店 421 - 0112 静岡県 静岡市駿河区東新田１丁目1-41-6 

1533 22112303 濱田 光太郎 一般建築物 有限会社濱田電気 760 - 0074 香川県 高松市桜町1-7-13 info□hamadadenki.co.jp

1534 22111596 土江 広成 一般建築物 331 - 0823 埼玉県 さいたま市北区日進町2丁目1704番地1 ダイヤモンドメゾン大宮日進1-201号 kansontogan□gmail.com

1535 22110424 武内 哲也 一般建築物 株式会社ケーズクリエイト 411 - 0904 静岡県 駿東郡清水町 kscreate612□yahoo.co.jp

1536 22110377 井上 良男 一般建築物 東武防災株式会社 121 - 0823 東京都 足立区伊興2-5-16 info□to-b119.com

1537 22110018 大場 幹彦 一般建築物 三静建設(株) 420 - 0916 静岡県 静岡市葵区瀬名中央2丁目 

1538 22110284 山本 克也 一般建築物 山本建材 426 - 0132 静岡県 藤枝市本郷3549 katsuzo.y.1969□gmail.com

1539 22110704 矢田 詔久 一般建築物 個人  -  静岡県  

1540 22110286 久保田 勝已 一般建築物 株式会社クボタ 416 - 0906 静岡県 富士市本市場31-8 info2□reform-kubota.com

1541 22110262 藤田 諭史 一般建築物 有限会社　優建築工房 432 - 8061 静岡県 浜松市西区入野町286 

1542 22110147 陣内 亮介 一般建築物 株式会社マウント 190 - 0034 東京都 立川市西砂町2-51-10 2F jinnai□mount-cp.jp

1543 22109942 堤 大介 一般建築物 株式会社アート・ワン　東京中野本店 164 - 0011 東京都 中野区中央4-54-1-1階 ロイヤルファン info□art-one.co.jp

1544 22110720 山川 静雄 一般建築物  -    

1545 22105968 中辻 徳彦 一般建築物 株式会社　沢田工務店 591 - 8024 大阪府 堺市北区黒土町 nakatsuji1995□sawada.ne.jp

1546 22112834 鈴木 裕二 一般建築物 144 - 0055 東京都 大田区仲六郷1-13-12 ヴィラ仲六郷201

1547 22109974 近藤 哲也 一般建築物 有限会社泰興建設 241 - 0805 神奈川県 横浜市旭区都岡町51-5 info□taiko-kensetsu.com

1548 22109485 伊藤 敦志 一般建築物 京王建設株式会社 252 - 0254 神奈川県 相模原市中央区下九沢1163-10 

1549 22110803 吉満 道代 一般建築物 株式会社和光  -    

1550 22110927 根岸 伸一 一般建築物 株式会社根岸工務店 239 - 0841 神奈川県 横須賀市野比2-38-13 info□negishi-koumuten.com

1551 22109830 秋葉 浩子 一般建築物 株式会社シコウ 225 - 0003 神奈川県 横浜市青葉区新石川1-5-1 あざみ野パークハウス akiba□shikou.jp

1552 22109832 根岸 孝行 一般建築物 株式会社　シコウ 225 - 0003 神奈川県 横浜市青葉区新石川1-5-1 t.negishi□shikou.jp

1553 22109969 浅野 清 一般建築物 興和工業株式会社  -    

1554 22110666 富山 剛 一般建築物 富山　剛 142 - 0063 東京都 品川区荏原4-9-2 富山ビル ts□tomiyama.info

1555 22110184 内藤 啓典 一般建築物 株式会社ビバホーム 121 - 0823 東京都 足立区伊興３－２３－２５－１０１ kamowo□gmail.com
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1556 22110671 清水 誠二郎 一般建築物 生和アメニティ株式会社 101 - 0052 東京都 千代田区神田小川町1-1 山甚ビル5階 s-shimizu□seiwa-g.co.jp

1557 22107994 佐藤 利行 一般建築物 エスティーアイ株式会社 151 - 0073 東京都 渋谷区笹塚2-19-3 明和ビル8階 kanou-c□sti.ne.jp

1558 22110905 木村 滋樹 一般建築物 beast work 350 - 0202 埼玉県 坂戸市小沼622ー4 masaki.kimura.gajou□gmail.com

1559 22110394 中里 親一郎 一般建築物 有限会社トータルホーム中親 176 - 0014 東京都 練馬区豊玉南 1-19-20-501 totalhome-nakashin□outlook.jp

1560 22110194 羽根田 厚 一般建築物 （株）千葉増改築 247 - 0055 神奈川県 鎌倉市小袋谷1-6-15 info□chibazou.co.jp

1561 22107071 高橋 晴彦 一般建築物 株式会社コスモスイニシア 108 - 8416 東京都 港区芝５－３４－６ 新田町ビル

1562 22200364 平柳 是臣 一戸建て等 三井ホーム株式会社 465 - 0025 愛知県 名古屋市名東区上社1丁目－408 

1563 22110386 河原 幸範 一般建築物 磐梯興業株式会社 169 - 0052 東京都 新宿区戸山3-21-6 kawahara□bandaikougyou.co.jp

1564 22105043 丸山 洋平 一般建築物 合同会社　一　仁 230 - 0076 神奈川県 横浜市鶴見区馬場7-25-41 marusannkyo□hotmail.co.jp

1565 22109945 冨樫 誠 一般建築物 株式会社冨樫興業 203 - 0052 東京都 東久留米市幸町2-1-23 togashikougyou□jcom.zaq.ne.jp

1566 22109968 深田 泰裕 一般建築物 125 - 0033 東京都 葛飾区東水元2-32-25 メルヴェーユ206

1567 22110703 田立 昌人 一般建築物 (有) 高 蔵 487 - 0013 愛知県 春日井市高蔵寺町6-4-13 有限会社高蔵 sakura□takakura-k.co.jp

1568 21102041 田中 克典 一般建築物 田中デザイン 813 - 0003 福岡県 福岡市東区香住ケ丘5丁目 8-5 ktanaka_d□ybb.ne.jp

1569 22107937 小野 順央 一般建築物 くらしき工務店株式会社 710 - 0036 岡山県 倉敷市粒浦351-3 ono.nobuhisa□gmail.com

1570 22109831 松浦 賢二 一般建築物 242 - 0018 神奈川県 大和市深見西 ８－１０－２０－２

1571 22110787 山下 和邦 一般建築物 多摩住宅保全（株） 191 - 0065 東京都 日野市旭が丘 オリエントハイムB-201

1572 22104373 米田 隆一 一般建築物 有限会社　米田塗装店 868 - 0021 熊本県 人吉市鬼木町1395 

1573 22110171 小林 剛志 一般建築物 村上工業株式会社 185 - 0006 東京都 国立市西2－20－6 フォレスト国立B1F

1574 22109623 横濱 大介 一般建築物  -    

1575 22109362 丹 昭弘 一般建築物  -    

1576 22109479 海田 裕次 一般建築物  -    

1577 22111057 松崎 徹 一般建築物 株式会社トーラスジャパン 168 - 0063 東京都 杉並区和泉2-12-12 matsuzaki□torusjapan.jp

1578 22108907 木村 豪 一般建築物 豪  -    T.kimura□satokogyo.co.jp

1579 22110550 コバヤシ ユキヒロ 一般建築物 (株)京栄建設不動産 117 - 0031 東京都 練馬区三原台1-11-12 kyouei-kf□jcom.home.ne.jp

1580 22108514 浜岸 和広 一般建築物 浜岸建匠 937 - 0056 富山県 魚津市諏訪町12-18 hamagishi□xc.main.jp

1581 22110202 濱中 優 一般建築物 ハウジング　ユウ　濱中　優 189 - 0025 東京都 東村山市廻田町4-16-10 hamanakamasaru□ac.auone-net.jp

1582 22108528 金田 尚也 一般建築物 有限会社　金　装（かねそう） 920 - 0344 石川県 金沢市畝田東二丁目２番地 kaneso□lilac.ocn.ne.jp

1583 22201182 矢野 隆 一戸建て等 矢野金物株式会社 767 - 0002 香川県 三豊市高瀬町新名１２２０番地４ kakuya-hw□apricot.ocn.ne.jp

1584 22201216 矢野 小百合 一戸建て等 矢野金物株式会社 767 - 0002 香川県 三豊市高瀬町新名1220-4 

1585 22111148 古川 俊介 一般建築物 タマホーム株式会社 170 - 0012 東京都 豊島区上池袋4-22-6 furukawa9530□gmail.com

1586 22111157 田中 利得 一般建築物  -    

1587 21101264 鈴木 希 一般建築物 有限会社　詳也 470 - 0332 愛知県 豊田市越戸町下西小笹60番地1 
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1588 22201285 吉澤 正憲 一戸建て等 太陽リビング株式会社  -    

1589 21100471 西川 勝広 一般建築物 株式会社ネクサス 343 - 0831 埼玉県 越谷市伊原２ー７ー１０ nishikawa□nexus.boy.jp

1590 22109295 木村 真一 一般建築物 イワタニ山陽株式会社  津山支店 708 - 0841 岡山県 津山市川崎1965-1 

1591 22111224 井上 宏 一般建築物 株式会社　加藤組 546 - 0031 大阪府 大阪市東住吉区田辺5-15-17 

1592 22110388 國枝 祐介 一般建築物 富士フイルムメディカル株式会社 196 - 0033 東京都 昭島市東町4-14-16 yusuke.kunieda□fujifilm.com

1593 22108671 鈴木 光夫 一般建築物 有限会社　鈴木工務店 306 - 0313 茨城県 猿島郡五霞町元栗橋1540番地 suzuki.koumuten□amail.plala.or.jp

1594 22108842 小野原 誠 一般建築物 株式会社サン・ハウス 857 - 0022 長崎県 佐世保市山手町27-6 sun.house0038□gmail.com

1595 22108876 松﨑 敏幸 一般建築物 有限会社松敏建設工業  -    

1596 22110870 徳永 憲昭 一般建築物 852 - 8035 長崎県 長崎市油木町１１－８ メイボー油木1階 YIX03566□nifty.ne.jp

1597 22201304 宮森 邦仁 一戸建て等 有限会社ミヤモリ 737 - 2518 広島県 呉市安浦町内海北2-11-22 

1598 22110744 村場 祐樹 一般建築物 有限会社ムラバ建装 890 - 0073 鹿児島県 鹿児島市宇宿4-16-6 muraken□vega.ocn.ne.jp

1599 22110333 中村 泰三 一般建築物 株式会社 彦建 752 - 0997 山口県 下関市前田二丁目27-30 

1600 22111023 佐藤 幹男 一般建築物 有限会社　佐藤組 833 - 0005 福岡県 筑後市大字長浜６１７－１ 

1601 22108867 田川 辰之 一般建築物 株式会社めいむ工房 851 - 0136 長崎県 長崎市平間町1467-4 tatuyuki-tagawa□meimu.info

1602 22109046 栗原 克彦 一般建築物 有限会社重松組 859 - 2602 長崎県 南島原市加津佐町戊251-3 

1603 22109703 井手 誠一 一般建築物 こころ工房（株） 856 - 0827 長崎県 大村市水主町1-978-40 ide□cocorokobo.net

1604 22109609 横山 隆 一般建築物 274 - 0822 千葉県 船橋市飯山満町2-419-7 bukurohasa□snow.oc.ne.jp

1605 22111158 石毛 勝 一般建築物 アーク二級建築設計社 277 - 0033 千葉県 柏市増尾８－２４－４ arkdesign4□gmail.com

1606 22108818 古田 伸太郎 一般建築物 株式会社古田組 753 - 0814 山口県 山口市吉敷下東一丁目15番3号 k-furuta□c-able.ne.jp

1607 22112595 林 建吾 一般建築物 住建株式会社 569 - 0826 大阪府 高槻市寿町2-44-1 

1608 22111013 ナガオ セイジ 一般建築物  -    

1609 22109423 篠原 正博 一般建築物 有限会社プラマー工業 755 - 0006 山口県 宇部市岬町三丁目6番37号 

1610 22113313 若松 賢一 一般建築物 有限会社　若松工務店 750 - 1132 山口県 下関市小月宮の町10-8 

1611 22109934 稲田 唯司 一般建築物 株式会社マツシタ 123 - 0873 東京都 足立区扇1-53-17 inada□e-matsushita.co.jp

1612 22109172 藤井 圭介 一般建築物 富士産業株式会社 756 - 0081 山口県 山陽小野田市稲荷町10-23 

1613 22108313 宮﨑 隆市 一般建築物 日立空調ソリューションズ㈱ 福岡県福岡市中央区高砂２－７－１ ryuichi.miyazaki.zs□hitachi.com

1614 22111950 宮下 千也 一般建築物 株式会社志建 340 - 0002 埼玉県 草加市青柳3-38-32 キラニーハイツC101

1615 22109637 刈田 徳彦 一般建築物  -    

1616 22111389 今田 智子 一般建築物 株式会社舞浜企画 272 - 0142 千葉県 市川市欠真間1-3-6-1 舞浜第２ビル imada□maihama-group.co.jp

1617 22111390 潔原 主水 一般建築物 株式会社舞浜企画 272 - 0142 千葉県 市川市欠真間1-3-6-1 舞浜第２ビル uriji□maihama-group.co.jp

1618 22112055 前島 元 一般建築物 株式会社アーキラボ 立川市高松町1-6-9

1619 22111845 中本 進士 一般建築物 日本無線株式会社  -    
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1620 22111527 松元 康一郎 一般建築物 (株)東芝 183 - 0042 東京都 府中市武蔵台１-2-1-404 ma-x□papalagi.org

1621 22111378 小関 武 一般建築物 パナソニック関東設備(株)東京事務所 116 - 0013 東京都 荒川区西日暮里5-26-8 スズヨシビル5階

1622 22110092 前田 真二 一般建築物 合同会社SINcreate 891 - 1201 鹿児島県 鹿児島市岡之原町 490

1623 22104930 落合 智和 一般建築物 落合興業 339 - 0057 埼玉県 さいたま市岩槻区本町6-4-11-1 ochiai0530□gmail.com

1624 22110812 大山 守 一般建築物 プロテクト解体株式会社 371 - 0243 群馬県 前橋市大前田町75-6 webadmin□protekt.co.jp

1625 22111280 坂部 智 一般建築物 株式会社ヒロタケ 143 - 0015 東京都 大田区大森西 グランイーグルリバーサイド大森202 sakabe□hirotake.co.jp

1626 22112977 富村 俊 一般建築物 日鉄エンジニアリング株式会社 811 - 1311 福岡県 福岡市南区横手 

1627 22112681 中川 弘樹 一般建築物 サラヤ環境デザイン株式会社 545 - 0005 大阪府 大阪市阿倍野区三明町2-1-18 2-1-18 nakagawa-hk□saraya.com

1628 22113198 上原 香織 一般建築物 株式会社ソラルテ空間設計 810 - 0062 福岡県 福岡市中央区荒戸1-9-16-803 solarte□kme.biglobe.ne.jp

1629 22111526 馬場 秀人 一般建築物 有限会社　馬場板金工業所 183 - 0036 東京都 府中市日新町1-4-1 303 hideto□vankin.net

1630 22109901 國仲 進悟 一般建築物 903 - 0813 沖縄県 那覇市首里赤田町2-24 

1631 22114608 木村 和人 一般建築物 株式会社　和建設 581 - 0003 大阪府 八尾市本町2丁目6番21号 萩埜ビル2F kknagomi□kxf.biglobe.ne.jp

1632 22112056 小野原 健太 一般建築物 アーキラボ 206 - 0013 東京都 多摩市桜ヶ丘4-24-1 info□archi-labo.co.jp

1633 22113644 辻 篤司 一般建築物 三星産業（株）大阪支店 550 - 0002 大阪府 大阪市西区江戸堀1-25-29 江戸堀KNビル6F a-tuji□mitubosisangyo.co.jp

1634 22114604 花崎 勝司 一般建築物 株式会社アッシュ  -    

1635 22112049 西村 浩典 一般建築物 株式会社　産建コーポレーション 755 - 0097 山口県 宇部市常盤台2-15-6 apa□sankenco.com

1636 22109704 重永 和久 一般建築物 Hrsfukuoka 815 - 0042 福岡県 福岡市南区若久3-21-7 hrs.fukuoka.0429□gmail.com

1637 22109621 伊藤 紀昭 一般建築物 第一株式会社 357 - 0205 埼玉県 飯能市白子43-1

1638 22109622 田中 好栄 一般建築物 第一株式会社 357 - 0205 埼玉県 飯能市白子43-1

1639 22113535 小稲 絃太 一般建築物 株式会社　一誠通商 579 - 8046 大阪府 東大阪市昭和町21-21 

1640 22108457 押田 通 一般建築物 株式会社北陸総合建設 939 - 8212 富山県 富山市掛尾町230-1 hsk□fork.ocn.ne.jp

1641 22110275 宮下 博史 一般建築物 株式会社平野工業 434 - 0003 静岡県 浜松市浜北区新原4387-1 

1642 22107998 久保田 将 一般建築物 株式会社トータルリフォーム 231 - 0021 神奈川県 横浜市中区日本大通18 KRCビルディング707

1643 22111078 大久保 義文 一般建築物 221 - 0864 神奈川県 横浜市神奈川区菅田町407-1 グランシティ横濱鴨居409

1644 22105719 秋山 新 一般建築物 ㈱　大和建設 220 - 0023 神奈川県 横浜市西区平沼1-34-7 akiyama□yamato-kensetsu.ptu.jp

1645 22111178 中川 知弘 一般建築物 株式会社総合水研究所 東京支店 135 - 0001 東京都 江東区毛利１丁目19番10号 江間忠錦糸町ビル6階 t_nakagawa□mizuken.com

1646 22110212 伏見 直紘 一般建築物 ユークス総合建築株式会社 231 - 0035 神奈川県 横浜市中区千歳町1-2 横浜THビル5階

1647 22111041 三船 匠 一般建築物 株式会社　三船建設 086 - 1107 北海道 標津郡中標津町西７条南 １０丁目2番地7

1648 22110358 大高 吉勝 一般建築物 株式会社エクステリアウオール 005 - 0832 北海道 札幌市南区北ノ沢８丁目６－１７ info□exteriorwall.info

1649 22108319 戸出 徹 一般建築物 004 - 0022 北海道 札幌市厚別区厚別南1丁目19-10-304 

1650 22110353 菊地 直行 一般建築物 株式会社バウハウス丸栄 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-3伊藤ビル5階

1651 22112822 猪爪 豊 一般建築物 株式会社 猪爪建設 072 - 0002 北海道 美唄市東一条北5丁目1-4 

51 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

1652 22113574 秋山 哲 一般建築物 株式会社　KeiNa 243 - 0028 神奈川県 厚木市愛甲西3-9-22 satoru□keina.biz

1653 22110635 宮西 智彬 一般建築物 株式会社岩野建設 081 - 0013 北海道 上川郡新得町三条南1丁目 miyanishi.t□iwnaokensetu.co.jp

1654 22108337 栗原 大貴 一般建築物 三和建設株式会社  -    info□sanwa-kensetsu.biz

1655 22111183 竹下 恵 一般建築物 中央プロパティ株式会社 103 - 0027 東京都 中央区日本橋2-3-20 栄松堂ビル4階

1656 22112407 酒井 直樹 一般建築物 (有)カメイルーフ 476 - 0011 愛知県 東海市富木島町東山田7-161 qqhk7cm9□helen.ocn.ne.jp

1657 22114067 櫻井 福太郎 一般建築物 株式会社　東栄ハウス 493 - 0001 愛知県 一宮市木曽川町黒田字山1-2 第6日置ビル1F

1658 22110559 原 弘彦 一般建築物 株式会社原商店 145 - 0076 東京都 大田区田園調布南２２－１３ 原ビル

1659 22110762 佐藤 艶樹 一般建築物 株式会社丸協佐藤建設 085 - 0842 北海道 釧路市米町3丁目3番25号 sato-kensetu□bc.wakwak.com

1660 22108279 福田 貴之 一般建築物 株式会社　クロスポ 510 - 8101 三重県 三重郡朝日町縄生861 info□crosspo.co.jp

1661 22113034 馬渕 裕嘉志 一般建築物 (一社)マンション管理相談センター 460 - 0007 愛知県 名古屋市中区新栄2-16--25 ハイパービル2階

1662 22111532 黒鳥 幸次 一般建築物 株式会社イーグランド 334 - 0001 埼玉県 川口市桜町3-18-15 k.kurotori□e.gurand.co.jp

1663 22113162 長内 達也 一般建築物 (株）　創輝 090 - 0807 北海道 北見市川東370番地２ 

1664 22108966 金塚 浩一 一般建築物 一友ビルドテック株式会社 252 - 0226 神奈川県 相模原市中央区陽光台２－３－１１ info□ichi-you.jp

1665 22110177 林 哲雄 一般建築物 ㈱冨樫興業 190 - 1224 東京都 西多摩郡瑞穂町南平2-20-2 ウイング203 togashjkougyou□jcom.zaq.ne.jp

1666 22110584 伊藤 豊 一般建築物 有限会社　大時建築　Life Base Aisa 496 - 0911 愛知県 愛西市西保町堤外新田３５４０－１ info□daitoki.com

1667 22114069 斉藤 芳暢 一般建築物 有限会社岡崎ハイム 444 - 1165 愛知県 安城市野寺町野寺72番地3 okazakiheym1217□yahoo.co.jp

1668 22110684 昆野 大樹 一般建築物 エースコンサルタント株式会社 136 - 0071 東京都 江東区亀戸2-36-12 エスプリ亀戸10F d.konno□ace-con.co.jp

1669 22111731 山下 祐紀 一般建築物 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 108 - 0014 東京都 港区芝5-20-6 y-yamashita□mfmc.co.jp

1670 22110410 早瀬 智教 一般建築物 日本メックス㈱　首都圏北部統括支店 330 - 0845 埼玉県 さいたま市大宮区仲町2-60 仲町川鍋ビル７F

1671 22112744 櫛田 弘毅 一般建築物 櫛田建築設計室 330 - 0043 埼玉県 さいたま市浦和区大東1-40-4-407 

1672 22110681 今井 順一 一般建築物 今井建設工業株式会社 206 - 0811 東京都 稲城市押立1154 

1673 22110688 冨樫 貴光 一般建築物 (株)冨樫興業 331 - 0073 埼玉県 さいたま市西区指扇領別所109-93 ライオンズマンション大宮指扇壱番館607号室 togashi1972□gmail.com

1674 22113344 田口 裕司 一般建築物 高砂熱学工業㈱ 334 - 0004 埼玉県 川口市辻892-2 CASAアコルディ302 yuji_taguchi□tte-net.com

1675 22110566 亀山 英幸 一般建築物 亀山工務店 342 - 0005 埼玉県 吉川市川藤1701-6 kmym412183□outlook.jp

1676 22111852 竹田 敏夫 一般建築物 鈴健興業株式会社 406 - 0812 山梨県 笛吹市御坂町下黒駒1602-8 

1677 22110677 森 有光 一般建築物 株式会社　モリボー 413 - 0027 静岡県 熱海市紅葉ガ丘町9-25 info□moribo.com

1678 22107723 新井 秀喜 一般建築物 有限会社新井興業 343 - 0042 埼玉県 千間台東4‐14 新井興業ビル1F

1679 22110360 柴田 智子 一般建築物 082 - 0020 北海道 河西郡芽室町東十条7-3-10 info□shibata-k.net

1680 22112148 林 哲也 一般建築物 來希　株式会社 810 - 0076 福岡県 福岡市中央区荒津2-1-601 ベルメゾン西公園テラス hayashi□rai-ki.co.jp

1681 22111487 林 浩介 一般建築物 有限会社 髙井工房社 811 - 1123 福岡県 福岡市早良区内野8丁目16番26号 mail□takai-koubousya.co.jp

1682 22111363 渡邉 議章 一般建築物 ワタナベ建装有限会社 811 - 1202 福岡県 那珂川市片縄西4-11-12 

1683 22200388 斎藤 直幸 一戸建て等 315 - 0001 茨城県 石岡市石岡14003-3 
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1684 22111359 廣岡 雅樹 一般建築物 有限会社広岡建設工業 808 - 0073 福岡県 北九州市若松区赤島町17-15 hirooka-k-g□gol.com

1685 22111810 中野 匠 一般建築物 合同会社　匠家 752 - 0968 山口県 下関市長府紺屋町1-51 itibankan□clock.ocn.ne.jp

1686 22200667 照山 靖 一戸建て等 住友林業ホームテック水戸支店 312 - 0024 茨城県 ひたちなか市勝倉 ２９０６－２１

1687 22109122 黛 仁 一般建築物 （株）エネサンス関東 370 - 0128 群馬県 伊勢崎市境保泉1-23-6 

1688 22111479 才木 健郎 一般建築物 クレドテック株式会社 811 - 1302 福岡県 福岡市南区井尻3-15-28-106 info□credotech.co.jp

1689 22110942 伊藤 穣 一般建築物 富士アイテック㈱  -    ito□fuji-i-tec.co.jp

1690 22113665 髙山 直樹 一般建築物 株式会社ダイニチ 815 - 0074 福岡県 福岡市南区寺塚1-10-3 kaori_akayama□dainithi.co.jp

1691 22110686 三ツ橋 雄二 一般建築物 333 - 0831 埼玉県 川口市木曽呂 

1692 22110626 武井 裕之 一般建築物 有限会社ニチメイ 803 - 0801 福岡県 北九州市小倉北区西港町124-7 office□nitimei.com

1693 22111484 上野 義典 一般建築物 富士金属株式会社 861 - 8035 熊本県 熊本市東区御領6-6-20 富士金属株式会社

1694 22111957 塩原 稔 一般建築物 ㈱太平エンジニアリング 339 - 0034 埼玉県 さいたま市岩槻区笹久保233-6 ピュアクレスト101号室

1695 22114696 西田 和浩 一般建築物 日商イプロス株式会社 680 - 0844 鳥取県 鳥取市興南町73 n-ipros□vesta.ocn.ne.jp

1696 22111289 葛 真一 一般建築物 有限会社メッツ 194 - 0036 東京都 町田市木曽東3-16-34-205 info□met-s.co.jp

1697 22113265 吉川 弘樹 一般建築物 吉川塗装 501 - 3941 岐阜県 関市小屋名 yoshikawa0826□icloud.com

1698 22110644 天野 知也 一般建築物 株式会社天野さく泉建総 274 - 0824 千葉県 船橋市前原東4-19-9 

1699 22109636 佐々木 光仁 一般建築物 株式会社 山一設備 180 - 0023 東京都 武蔵野市境南町1-31-1 

1700 22110209 片山 光紀 一般建築物 株式会社リコム 224 - 0032 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎中央12-11 ロマネスコ202号 info□recomu.co.jp

1701 22105759 宮坂 景介 一般建築物 有限会社宮坂建設 866 - 0802 熊本県 八代市妙見町2106 m.ks□athena.ocn.ne.jp

1702 22110729 山崎 崇 一般建築物 株式会社 山崎産業 635 - 0823 奈良県 北葛城郡広陵町三吉1731番地1 

1703 22113532 得本 光二 一般建築物 ミライエ建築工房 561 - 0875 大阪府 豊中市長興寺北 

1704 22105005 青栁 大樹 一般建築物 株式会社　大樹 343 - 0845 埼玉県 越谷市南越谷 4-11-11信栄ビル4階 info□dai-ju.co.jp

1705 22108913 渡邉 貴至 一般建築物 株式会社双成化建 400 - 0043 山梨県 甲府市国母3-12-34 

1706 22113549 谷口 政宏 一般建築物 615 - 0054 京都府 京都市右京区西院月双町111番地 マンハイム五条130号 t.6552.1030□ezweb.ne.jp

1707 22109796 長島 春樹 一般建築物 合同会社シンキ 690 - 0011 島根県 松江市東津田町740 shinki24□outlook.jp

1708 22109896 ヨシザキ ムネツグ 一般建築物 （株）永晃 708 - 0884 岡山県 津山市津山口254-17 

1709 22109894 藤澤 將之 一般建築物 （株）飛鳥工業 454 - 0843 愛知県 名古屋市中川区大畑町1-15-1 カーサラピラ５０１ fujisawa□asuka-kogyo.co.jp

1710 22109792 塚本 宏紀 一般建築物 大一建設株式会社 713 - 8101 岡山県 倉敷市玉島上成1033-7 dai1□titan.ocn.ne.jp

1711 22111823 大日方 竹彦 一般建築物 株式会社マイホーム 930 - 0872 富山県 富山市下野新　63-1 take□k-myhome.com

1712 22110099 萩原 哲也 一般建築物 400 - 0114 山梨県 甲斐市万才 631-15

1713 22115073 宮﨑 邦雄 一般建築物 有限会社　宮崎建設宮﨑　 387 - 0006 長野県 千曲市粟佐 1617-3 info□miyazakikennsetsu.com

1714 22108532 古屋 裕二郎 一般建築物 ㈱仙洞田板金工業 405 - 0064 山梨県 笛吹市一宮町塩田666 y.furuya260□gmail.com

1715 22113071 福岡 信一 一般建築物 株式会社長浜機設 799 - 3401 愛媛県 大洲市長浜甲581-1 
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1716 22115013 土方 健太 一般建築物 572 - 0845 大阪府 寝屋川市楠根北町3-75 

1717 22115012 山本 和樹 一般建築物 557 - 0013 大阪府 大阪市西成区天神ノ森2-6-20 

1718 22114324 河原 正嗣 一般建築物 河原産業（株） 933 - 0003 富山県 高岡市能町555-163 ruka.0516.k□icloud.com

1719 22113450 藤田 眞吾 一般建築物 有限会社トーマス 123 - 0843 東京都 足立区西新井栄町3-4-4 tomas□spn7.speednet.ne.jp

1720 22114908 梶原 和成 一般建築物 有限会社　ヤマコー 520 - 0063 滋賀県 大津市横木2丁目2-11 kajiwalake□ezweb.ne.jp

1721 22114072 加藤 安信 一般建築物 株式会社ハウスドクター 490 - 1107 愛知県 あま市森6-13-3 

1722 22108558 杉本 光規 一般建築物 杉本建築 406 - 0807 山梨県 笛吹市御坂町二之宮989-3 koubou.sugi□mx2.nns.ne.jp

1723 22114288 中島 匠 一般建築物 DS TOKAI株式会社 509 - 0207 岐阜県 可児市今渡1155-1 naka□tokai-kani.co.jp

1724 22108814 西橋 優矢 一般建築物 西橋工業 747 - 0806 山口県 防府市石が口3丁目9-45 y.s.y2484□docomo.ne.jp

1725 22114205 山口 朗宏 一般建築物  -    fuku.suke□i.softbank.jp

1726 22115424 新井 保 一般建築物 丸省工業 432 - 8057 静岡県 浜松市南区堤町755 marushoukougyou□gmail.com

1727 22110833 酒井 彰 一般建築物  -    

1728 22114685 村木 康生 一般建築物 株式会社アイラス 444 - 0702 愛知県 西尾市寺部町田中67-1 info□ailas.co.jp

1729 21102822 梶本 雅彦 一般建築物 株式会社かじもと 640 - 8235 和歌山県 和歌山市東長町6丁目15番地 

1730 22113773 中原 英昭 一般建築物  -    mail□koharakoumuten.co.jp

1731 22112069 佐藤 宗次 一般建築物 小川工業株式会社 361 - 0022 埼玉県 行田市桜町1-11-14 

1732 22110134 近藤 哲也 一般建築物 株式会社FEight 939 - 8006 富山県 富山市山室130-8 kondo□feight.life

1733 22111125 藤川 敏弘 一般建築物 藤川建設株式会社 742 - 2301 山口県 大島郡周防大島町久賀５０５８－１１ 

1734 22111143 水島 大樹 一般建築物 ミズハウス 939 - 0704 富山県 下新川郡朝日町境1229-1 info□mizuhouse.jp

1735 22106482 倉持 輝 一般建築物 株式会社　大樹 343 - 0845 埼玉県 越谷市南越谷 4-11-11信栄ビル4階 i.nfo□dai-ju.co.jp

1736 22114287 日比野 貴寿 一般建築物 Ds TOKAI 株式会社 509 - 0207 岐阜県 可児市今渡1155-1 

1737 22115426 前田 由紀夫 一般建築物 株式会社　円昭 466 - 0027 愛知県 名古屋市昭和区阿由知通４－６ パークホームズ御器所１００５ enzo□enshow.com

1738 22114286 服部 幸治 一般建築物 461 - 0034 愛知県 名古屋市東区豊前町2-39-1 アーバンハイツ豊前102

1739 22110768 松 晃太 一般建築物 松建工 939 - 0351 富山県 射水市戸破779-1 matsu0410km□gmail.com

1740 22109717 オノ タカユキ 一般建築物 062 - 0905 北海道 札幌市豊平区豊平五条 

1741 22110765 金井 優 一般建築物 金井工務店 939 - 0351 富山県 射水市戸破4770-2 kanai-koumuten□po11.canet.ne.jp

1742 22113771 フジイ ヤスシ 一般建築物 藤井建設株式会社 619 - 0215 京都府 木津川市梅美台4-22-6 fujiiyassann□gmail.com

1743 22104657 山本 有彦 一般建築物 有限会社山本建設 699 - 5221 島根県 鹿足郡津和野町日原476 

1744 22105014 中村 浩章 一般建築物 佐久間建設株式会社 198 - 0105 東京都 西多摩郡奥多摩町小丹波45 

1745 22111749 佐藤 重典 一般建築物 日本装芸株式会社 146 - 0093 東京都 大田区矢口1-4-10 s.satoh□nihonsougei.co.jp

1746 22113453 安井 俊樹 一般建築物  -    

1747 22108378 内田 和治 一般建築物 (株)矢嶋商会 253 - 0023 神奈川県 茅ヶ崎市美住町5-37 yajima435□space.ocn.ne.jp
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1748 22111270 渡邉 千洋 一般建築物 有限会社ヒカリハウジング 178 - 0062 東京都 練馬区大泉町6-25-6 

1749 22114419 猿渡 健 一般建築物 関東サッシサービス株式会社  -    

1750 22112438 秋山 隆俊 一般建築物 山栄建設（株） 819 - 0015 福岡県 福岡市西区愛宕3-1-17 taka.akiyama□sanei-kk.co.jp

1751 22113585 新井 龍一 一般建築物 株式会社LSコーポレーション 194 - 0013 東京都 町田市原町田4-12-15 info□ls-g.co.jp

1752 22114317 松永 英久 一般建築物 814 - 0032 福岡県 福岡市早良区小田部5-12-15 million.matunaga□nifty.com

1753 22112319 久保 義晶 一般建築物 久保総合 849 - 0901 佐賀県 佐賀市久保泉町川久保1402-2 themis.099□i.softbank.jp

1754 22114751 近藤 稔 一般建築物 保全工業株式会社 163 - 1363 東京都 新宿区西新宿 ６丁目５－１新宿アイランドタワー2Ｆ

1755 22112369 石橋 知永子 一般建築物 285 - 0043 千葉県 佐倉市大蛇町504-6 

1756 22111405 須賀 賢一 一般建築物 株式会社　壁工房 302 - 0105 茨城県 守谷市薬師台5-19-20 kabekoubou□axel.ocn.ne.jp

1757 22112990 岩田 賢 一般建築物 株式会社ケースタイルデコレーション 181 - 0004 東京都 三鷹市新川6-3-3 

1758 22211313 鈴木 均 一般建築物 有限会社大石工務店 116 - 0001 東京都 荒川区町屋 ooisicomuten□gmail.com

1759 22201399 佐藤 賢一 一戸建て等 佐藤内装 324 - 0246 栃木県 大田原市寒井243-7 

1760 22112201 村上 康章 一般建築物 ラブルパイル合同会社 169 - 0073 東京都 新宿区百人町1-14-2 無極庵202 kaisei2036□ybb.ne.jp

1761 22109602 白崎 達也 一般建築物  -    shirasaki□liftoff100.com

1762 22112750 鈴木 正臣 一般建築物 株式会社メイワビルコン 174 - 0043 東京都 板橋区坂下3-27-18 ドミール蓮根507

1763 22112205 岡田 典之 一般建築物 大問屋株式会社 342 - 0058 埼玉県 吉川市きよみ野4-1-5 ウッドパーク吉川きよみ野B302 n_okada□oodonya39.com

1764 22108343 武政 甚 一般建築物 116 - 0011 東京都 荒川区西尾久6-22-2 KYビル202

1765 22112624 稲田 和人 一般建築物 ホーチキ株式会社 277 - 0854 千葉県 柏市豊2丁目４番１８ レクセルプラッツア柏304号

1766 22113786 山本 勇貴 一般建築物 株式会社山本工業 870 - 0023 大分県 大分市長浜町1-4-6 塩九升ビル1F oita-yamamotokougyou□0975787240.com

1767 22112707 阿部 正幸 一般建築物 京セラコミュニケーションシステム株式会社 812 - 0894 福岡県 福岡市博多区諸岡1-8-29 サニーガーデン205号

1768 22113788 森 祥倫 一般建築物 株式会社　山本工業 870 - 0023 大分県 大分市長浜町1丁目4番６号 塩九升ビル1Ｆ info.yamamotokougyou□gmail.com

1769 22113787 小野 栄俊 一般建築物 株式会社　山本工業 870 - 0023 大分県 大分市長浜町1-4-6 塩九升ビル1F hide.x_x.0524□i.softbank.jp

1770 22113206 長谷部 尚武 一般建築物  -    

1771 22113061 箕井 淳 一般建築物 株式会社アディックス 532 - 0004 大阪府 大阪市淀川区西宮原１－６－６０－９１７ addix□ymail.ne.jp

1772 22109982 会田 晃一郎 一般建築物 大日本印刷株式会社 351 - 0015 埼玉県 朝霞市幸町2-14-52 Aida-K2□mail.dnp.co.jp

1773 22113451 関根 一隆 一般建築物 森山工業株式会社 175 - 0083 東京都 板橋区徳丸5-1-3 moriyama-k□iris.ocn.ne.jp

1774 22114832 佐野 陽一 一般建築物 株式会社エイムクリエイツ九州支店 812 - 0038 福岡県 福岡市博多区祇園町2-35 プレスト博多祇園ビル8階 yohichi-sano□0101.co.jp

1775 22107746 桐山 治博 一般建築物 483 - 8338 愛知県 江南市前飛保町藤町53番地 

1776 22112440 岸本 秀晴 一般建築物 中原建設株式会社 755 - 0058 山口県 宇部市中山906-5 chugen□ymg.urban.ne.jp

1777 22109840 岩月 正法 一般建築物 株式会社酒本組 100 - 1211 東京都 東京都三宅島三宅村坪田 3064 info□sakamotogumimiyake.com

1778 22112630 小川 佳則 一般建築物 株式会社オカモト 252 - 0211 神奈川県 相模原市中央区宮下本町2-40-5 

1779 22114479 ミワ シチセ 一般建築物 柘植建設 578 - 0954 大阪府 東大阪市横枕 11ー23ー209
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1780 22114377 宮本 美香 一般建築物 M&Mスペース株式会社 468 - 0003 愛知県 名古屋市天白区鴻の巣2-403 シルク壱番館103 mm.space.kk□gmail.com

1781 22111292 塚本 隆之 一般建築物 株式会社クロサワ工業 120 - 0038 東京都 足立区千住橋戸町39 kurosawa5848□crux.ocn.ne.jp

1782 22109048 邑田 好章 一般建築物  -    murata□georgehome.jp

1783 22109501 畑山 慎二 一般建築物 株式会社エイシン 333 - 0823 埼玉県 川口市石神 eishin33□cronos.ocn.ne.jp

1784 22114336 山田 順 一般建築物 株式会社エクシオテック  -    

1785 22110245 深井 忍 一般建築物 有限会社　高野台ホーム 345 - 0045 埼玉県 北葛飾郡杉戸町高野台西1-12-23 

1786 22115239 福岡 強 一般建築物 FUKUOKA 799 - 3112 愛媛県 伊予市上吾川1145-1 happyhillrock□poppy.ocn.ne.jp

1788 22111635 志村 建一 一般建築物 株式会社エクシング  -  埼玉県  

1789 22115440 高橋 博樹 一般建築物 高橋塗装店 649 - 6321 和歌山県 和歌山市布施屋727-2 

1790 22113341 曽篠 光宏 一般建築物 (有)曽篠工務店 323 - 0012 栃木県 小山市羽川 

1791 22110822 黒澤 美智代 一般建築物 株式会社アップフロント 370 - 0841 群馬県 高崎市栄町15-22 m-kurosawa□san-kou.net

1792 22110951 武藤 拓弥 一般建築物 有限会社光建装 370 - 3521 群馬県 高崎市棟高町668-2 hikari0628□gmail.com

1793 22200432 木村 孝 一戸建て等 セキスイファミエス宮城 981 - 3132 宮城県 仙台市泉区将監５丁目1番19-55 

1794 22115242 木村 和也 一般建築物 株式会社木和工務店 640 - 8441 和歌山県 和歌山市栄谷423番地25 

1795 22201068 遠藤 史裕 一戸建て等 アールEホーム 985 - 0085 宮城県 塩竈市庚塚128-73 

1796 22108568 大野 昭夫 一般建築物 芙蓉建設株式会社 403 - 0004 山梨県 富士吉田市下吉田5-15-29 ohno□fuyo-kensetsu.co.jp

1797 22104541 清水 瞳 一般建築物 髙橋興業 595 - 0037 大阪府 泉大津市虫取町1-1-13 グレイスハイツB103 manami.kouki0313□gmail.com

1798 22115023 上村 祐一 一般建築物 有限会社上村組 861 - 8043 熊本県 熊本市東区戸島西6-13-1 uemuragumi□amber.plala.or.jp

1799 22110208 仲條 寅芳 一般建築物 仲條商店 121 - 0054 東京都 足立区辰沼2-17-16 crusher.jous.8910□tune.ocn.ne.jp

1800 22115980 谷口 雅也 一般建築物 ダイキンエアテクノ株式会社 564 - 0063 大阪府 吹田市江坂町１－１７－２６ 

1801 22112315 田熊 英生 一般建築物 有限会社タグマ 759 - 0204 山口県 宇部市妻崎開作1895-36 

1802 22113649 高田 芳憲 一般建築物 三星産業株式会社　大阪支店 550 - 0002 大阪府 大阪市西区江戸堀1-25-29 江戸堀KNビル6階

1803 22200394 渡邉 里奈 一戸建て等 三井ホーム（株） 321 - 0932 栃木県 宇都宮市平松本町1112-2 rina-watanabe□mitsuihome.co.jp

1804 22114620 早坂 和大 一般建築物 早坂建設工業株式会社 536 - 0016 大阪府 大阪市城東区蒲生4-1-54 hayasaka□hayasaka-ci.jp

1805 22115196 詫間 宏宣 一般建築物 株式会社TAKUMA 561 - 0894 大阪府 豊中市勝部3-1-40 info□i-takuma.co.jp

1806 22113898 永井 孝和 一般建築物 殖産住宅株式会社 160 - 0022 東京都　新宿区新宿5－17－17　渡菱ﾋﾞﾙ2階 takakazu02-nagai042□shokusan-j.co.jp

1807 22115870 中 宏文 一般建築物 （株）中設計 780 - 8023 高知県 高知市六泉寺町１－１ ハイツ六泉寺1F北 spyc9rz9□honey.ocn.ne.jp

1808 22115082 大和田 雅博 一般建築物 株式会社おおわだ 333 - 0848 埼玉県 川口市芝下2-23-27 info□owadacompany.com

1809 22113776 松井 竜平 一般建築物 サンワコムシスエンジニアリング株式会社 580 - 0015 大阪府 松原市新堂2-329-1 kousaku2115□gmail.com

1810 22113213 岩切 普一 一般建築物 高住研キヨタ株式会社埼京店 353 - 0007 埼玉県 志木市柏町4-3-2 iwakiri□kojukenkiyota.com

1811 22112639 遊馬 久治 一般建築物 有限会社　光塗装工業 339 - 0078 埼玉県 さいたま市岩槻区掛625-3 

1812 22115758 篠原　 充 一般建築物 ㈱中原建材店 623 - 0053 京都府 綾部市宮代町土代7-3 宮代町 lifa-ayabe□h5.dion.ne.jp
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1813 22114854 大森 敦 一般建築物 有限会社大森工務店 333 - 0816 埼玉県 川口市差間2-39-4 omorikoumuten□outlook.jp

1814 22111374 愛木 良太 一般建築物 AIKI建設 335 - 0026 埼玉県 戸田市新曽南4-5-8 aikikensetsu□gmail.com

1815 22114945 野村 佳男 一般建築物 ノムラ建工（株） 357 - 0024 埼玉県 飯能市緑町18-16 

1816 22115759 中山 敦 一般建築物 株式会社　中山木材 689 - 1102 鳥取県 鳥取市津ノ井239-3 n196716□outlook.jp

1817 22115437 山中 利彦 一般建築物 昭和プロジェクト株式会社 577 - 0065 大阪府 東大阪市高井田中1-1-12 

1818 22112603 久保 智司 一般建築物 日鉄エンジニアリング株式会社 261 - 0014 千葉県 千葉市美浜区若葉3-1-19-2012 

1819 22112297 平松 繁男 一般建築物 一級建築士事務所アルファ設計 629 - 3410 京都府 京丹後市久美浜町836-3 

1820 22113210 山本 高暢 一般建築物 株式会社山本工務店 179 - 0073 東京都 練馬区田柄5-11-6 takuminowaza□kuc.biglobe.ne.jp

1821 22109711 中村 幸宏 一般建築物 812 - 0894 福岡県 福岡市博多区諸岡5-28-22 kamahorigumi□coda.ocn.ne.jp

1822 22112794 河越 悠司 一般建築物 武山建設工業株式会社 547 - 0041 大阪府 大阪市平野区平野北1-10-33 2階 サイプレス平野 f.yuji□takeyama-kk.co.jp

1823 22114798 坂本 篤秀 一般建築物 583 - 0012 大阪府 藤井寺市道明寺4-2-30 フリーダム道明寺301号

1824 22112543 菊地 敦 一般建築物 日本オーチスエレベータ（株） 339 - 0005 埼玉県 さいたま市岩槻区東岩槻5-11-27 

1825 22113627 小野 勉 一般建築物 426 - 0018 静岡県 藤枝市本町1-7-4 

1826 22113387 今井 誠 一般建築物 高砂熱学工業 420 - 0852 静岡県 葵区紺屋町17-1

1827 22113043 後藤 嘉仁 一般建築物 (株)後藤工務店 410 - 0822 静岡県 沼津市下香貫宮脇291-5 

1828 22116122 横山 祐治 一般建築物 株式会社　仙台美装  -  宮城県  

1829 22110846 齋藤 泉 一般建築物 らいふ　あーと 424 - 0026 静岡県 静岡市清水区八坂南町３－７ life-art□cy.tnc.ne.jp

1830 22114433 膳 孝悦 一般建築物 株式会社ゼスト 351 - 0033 埼玉県 朝霞市浜崎 zen□zest-co.com

1831 22113009 今井 喜彦 一般建築物 関東メンテックス株式会社 367 - 0046 埼玉県 本庄市栄3-2-10 info□maintecs.com

1832 22113987 細川 巧也 一般建築物 天武総業株式会社 014 - 1114 秋田県 仙北市田沢湖神代字戸伏松原213-3 tenbu.kanri75□gmail.com

1833 22113866 中西 伸介 一般建築物 ナカニシ建匠 611 - 0001 京都府 宇治市六地蔵 

1834 22115204 吉田 昌史 一般建築物 関西瓦センター株式会社 583 - 0861 大阪府 羽曳野市西浦5丁目401-1 kansaikawaracenter□lily.ocn.ne.jp

1835 22111668 山﨑 勝弘 一般建築物 山﨑創建 419 - 0201 静岡県 富士市厚原351-3 sohken.yamazaki□nifty.ne.jp

1836 21103091 前島 祥孝 一般建築物  -    maejima□tsumita.co.jp

1837 22111663 細澤 政人 一般建築物 株式会社トゥースリー 422 - 8036 静岡県 静岡市駿河区敷地2丁目-26-28 hosozawa□twothree.co.jp

1838 22113010 栁 陽一 一般建築物 花菱総建株式会社 334 - 0076 埼玉県 川口市本蓮1-23-24 

1839 22116450 鈴木 倫央 一般建築物 エスオーエンジニアリング株式会社 551 - 0021 大阪府 大阪市大正区南恩加島７－１－５５ 

1840 22115927 髙森 英成 一般建築物 989 - 2351 宮城県 亘理郡亘理町下茨田180-1 メゾンドグラシア202 hideeech□gmail.com

1841 22113693 石井 邦房 一般建築物 越野建設株式会社 365 - 0054 埼玉県 鴻巣市大間766-9 ishii□e-koshino.co.jp

1842 22113348 荒川 隆恵 一般建築物 株式会社　リゾン 343 - 0045 埼玉県 越谷市下間久里24-29 

1843 22113042 野川 亮人 一般建築物 鈴木工業㈱ 437 - 1612 静岡県 御前崎市池新田2343-4 marudai-nogawa□maotv.ne.jp

1844 22113388 松下 勇仁 一般建築物 鈴木工業㈱ 437 - 1612 静岡県 御前崎市池新田2270-1 
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1845 22112890 宍戸 祐之 一般建築物 株式会社　福田組 102 - 0073 東京都 千代田区九段北3-2-4 メヂカルフレンドビル

1846 22112643 水原 清 一般建築物 株式会社やまと 370 - 0069 群馬県 高崎市飯塚町1711 ファイン飯玉103 m□yamato-2019.com

1847 22111506 吉岡 梨香枝 一般建築物  -    

1848 22113991 村井 涼 一般建築物  -    ryo1997412□icloud.com

1849 22105921 久保 昌行 一般建築物 正和工業(株) 331 - 0074 埼玉県 さいたま市西区宝来1421-13 

1850 22113012 齋藤 静子 一般建築物 ㈱桂プランニング 335 - 0002 埼玉県 蕨市塚越5-43-8-203 

1851 22112138 松宮 訓 一般建築物 株式会社　明和建設 522 - 0211 滋賀県 彦根市法士町73 matsumiya□meiwa-kensetsu.com

1852 22111072 荒井 貴士 一般建築物  -    

1853 22113013 杉田 高則 一般建築物  -    

1854 22110714 山本 宏一 一般建築物 株式会社エバーグリーン 417 - 0821 静岡県 富士市神谷586-10 

1855 22114510 酒井 貴紀 一般建築物 亘理土地開発有限会社 989 - 2351 宮城県 亘理郡亘理町字上浜街道92-10 

1856 22114103 小田 貢 一般建築物 小田建築設計研究所 645 - 0006 和歌山県 日高郡みなべ町北道286 mshoda□cameo.plala.or.jp

1857 22114793 大北 愉史 一般建築物 株式会社友幸産業 599 - 8276 大阪府 堺市中区小阪208番地１ 

1858 22114891 片田 麻美 一般建築物 463 - 0079 愛知県 名古屋市守山区幸心2-508-3 藤和シティホームズ新守山1102号 hikari-utan□i.softbank.jp

1859 22112940 桒原 寛厚 一般建築物 丸寛総建株式会社 424 - 0067 静岡県 静岡市清水区鳥坂７２５－１ marukan-kuwahara□nifty.com

1860 22112585 渡邊 肇 一般建築物 (株）夢企画 411 - 0917 静岡県 駿東郡清水町徳倉2174-1 

1861 22116077 安谷屋 政 一般建築物 株式会社　政工業 452 - 0802 愛知県 名古屋市西区比良1丁目166-1 info□tsukasa-kg.co.jp

1862 22201527 山野 道生 一戸建て等 (有)山野工務店 755 - 0003 山口県 宇部市則貞5-5-21 yamano0305□yahoo.co.jp

1863 22116205 川原 英揮 一般建築物 株式会社いわき工務店 478 - 0021 愛知県 知多市岡田字庄太郎脇53 

1864 22200918 水野 勝広 一戸建て等 有限会社　水野建設 806 - 0066 福岡県 北九州市八幡西区若葉3-24-1 info□mizuno-kensetsu.com

1865 22110291 足立 哲也 一般建築物 足立建設株式会社 504 - 0923 岐阜県 各務原市前渡西町1061-1 

1866 22112584 遠藤 稔彦 一般建築物 株式会社ナチュラルスタイル 424 - 0901 静岡県 静岡市清水区三保1938-2 

1867 22116674 山口 哲也 一般建築物 株式会社光和テクノサービス 410 - 0873 静岡県 沼津市大諏訪840-1 kohwa-co.ltd-hy□ski.tnc.ne.jp

1868 22113989 飯渕 弘晃 一般建築物 FREESTYLE株式会社 989 - 1602 宮城県 柴田郡柴田町船岡土手内３－２－１１ shibata-bpo□dai3.sdh.jp

1869 22110778 小倉 州二 一般建築物 大栄電設株式会社 939 - 8216 富山県 富山市黒瀬北２－１６－２ 

1870 22113143 谷中 敦雄 一般建築物 340 - 0021 埼玉県 草加市手代1-35-5 ラ･メゾン･ブランシュ604 yanaka□apple-p.co.jp

1871 22113763 菅原 康人 一般建築物 大森造園建設株式会社  -    sugaharayasuto□omorizoen.com

1872 22116338 塩瀬 正芳 一般建築物 238 - 0111 神奈川県 三浦市初声町下宮田64-7 kikuya.3.3.15□docomo.ne.jp

1873 22113817 金野 友昭 一般建築物 株式会社エアスティール 150 - 0001 東京都 渋谷区神宮前5-15-2 STUDIO STEEL23 2F konno□airsteel.co.jp

1874 22114418 侭田 玄 一般建築物 株式会社儘田組 154 - 0024 東京都 世田谷区三軒茶屋2-28-12 mamada.m□mamada.co.jp

1875 22109987 一條 哲 一般建築物 一條建築 277 - 0825 千葉県 柏市布施249-2 

1876 22113132 清水 光男 一般建築物 清水冷熱株式会社 134 - 0084 東京都 江戸川区東葛西2-25-7 
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1877 22104722 増渕 大輔 一般建築物 株式会社　東海 410 - 0312 静岡県 沼津市原118番地 kk-tokai□ny.thn.ne.jp

1878 22104723 野崎 基芳 一般建築物 株式会社　東海 410 - 0312 静岡県 沼津市原118番地 kk-tokai-2□ca.thn.ne.jp

1879 22114851 高橋 大樹 一般建築物 株式会社　高橋技販 945 - 0834 新潟県 柏崎市常盤台19-12 

1880 22107119 横田 晃一 一般建築物 株式会社ラックランド  -    k-yokota□e.luckland.co.jp

1881 21100208 堀内 勇志 一般建築物 ホリウチタケシ 591 - 8002 大阪府 堺市北区北花田町4-107-2 

1882 22108201 藤門 博 一般建築物 073 - 0025 北海道 滝川市流通団地2丁目4-39 笹木産業株式会社 k-fujikado□sasakisangyo.co.jp

1883 22108506 山森 大介 一般建築物 ZOINE  -    yamamori.zoine.0000□gmail.com

1884 22107445 宇都宮 美江司 一般建築物 一級建築士事務所 F・J・Kプランニング株式会社 107 - 0052 東京都 港区赤坂8-6-13 新坂マンション306 mu□fjk-planning.jp

1885 22111607 原口 智弥 一般建築物 素に住む 370 - 0064 群馬県 高崎市芝塚町１９５７\x{2212}１ sunisum.kenchiku□gmail.com

1886 22109164 平岡 憲司 一般建築物 八幡建設株式会社 671 - 2533 兵庫県 宍粟市山崎町須賀沢1208 

1887 22110189 斉藤 健太 一般建築物  -    

1888 22108927 石田 孝 一般建築物 株式会社アイ・エヌ・シー・エンジニアリング 225 - 0003 神奈川県 横浜市青葉区新石川3-22-15-207 eddymerckx2000□a01.itscom.net

1889 22107270 宮内 信行 一般建築物 株式会社南青山建築工房 235 - 0041 神奈川県 横浜市磯子区栗木２－６－３３ ハイツ松原５　２０４号室

1890 22108840 川口 康志 一般建築物 有限会社川康建設 852 - 8142 長崎県 長崎市三ツ山町87-3 

1891 22110590 澤村 忠雄 一般建築物 ユーキビルド(株) 579 - 8046 大阪府 東大阪市昭和町2-6 

1892 22107188 高杉 孝幸 一般建築物 リフォームスタイル株式会社 241 - 0822 神奈川県 横浜市旭区さちが丘52-1 

1893 22110740 遠山 一博 一般建築物 S&Kディスマントル・ホーム合同会社 852 - 8137 長崎県 長崎市若葉町7-2 s.k.dismantle.home□gmail.com

1894 22107189 清水 隆司 一般建築物 リフォームスタイル株式会社 241 - 0822 神奈川県 横浜市旭区さちが丘52-1 

1895 22110731 中井 伸一 一般建築物 株式会社IN-Progress 569 - 0823 大阪府 高槻市芝生町1丁目13－6 inprogress20211026□gmail.com

1896 22110337 小西 輝史 一般建築物 株式会社コニシ 815 - 0041 福岡県 福岡市南区野間3-9-20 yorozuya-konishi□amail.plala.or.jp

1897 22110087 大隈 寿信 一般建築物 株式会社アーバンテクノ 811 - 1102 福岡県 福岡市早良区東入部１－２７－４ 

1898 22110315 渡部 豪晃 一般建築物 中央日土地ファシリティーズ㈱ 541 - 0046 大阪府 大阪市中央区平野町4-2-3 オービック御堂筋ビル4階 watanabe.hi□chuo-nittochi.co.jp

1899 22106503 垣花 春政 一般建築物 幸成ハウジング株式会社 131 - 0032 東京都 墨田区東向島5-9-10 

1900 22106036 栁田 道義 一般建築物 株式会社平田塗装店 462 - 0847 愛知県 名古屋市北区金城１丁目2番地 中富住宅A棟３０４号

1901 22108295 小西 冠 一般建築物 一力建設 665 - 0822 兵庫県 宝塚市安倉中5ー14ー8ー202 ボナミ田中

1902 22109584 真邉 徹 一般建築物 株式会社プラグレス 802 - 0074 福岡県 北九州市小倉北区白銀1-9-1 ニューリバー三萩野502 tohru-manabe□progress.bz

1903 22110055 塚本 吉晴 一般建築物 塚本住建株式会社 569 - 1135 大阪府 高槻市今城町20\x{2212}9 

1904 22108565 小澤 誠 一般建築物 (株)小澤工務店 400 - 0502 山梨県 南巨摩郡富士川町最勝寺2010 ozako□sage.ocn.ne.jp

1905 22111563 高木 哲也 一般建築物 株式会社タカギ 491 - 0051 愛知県 一宮市今伊勢町馬寄字西更屋敷23-3 k.k-takagi.waterproof□outlook.jp

1906 22107430 白石 竜也 一般建築物 ウィルビルド 812 - 0861 福岡県 福岡市博多区浦田1-5-39-16 shiraishi□willbuild.jp

1907 22109090 仲田 守 一般建築物 株式会社大本組 242 - 0018 神奈川県 大和市深見西4-8-28 NEXT大和309 nakadam□gw.ohmoto.co.jp

1908 22108563 石川 廣樹 一般建築物 ㈱小澤工務店  -    
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1909 22110342 野田 忠信 一般建築物 株式会社野田組 820 - 0021 福岡県 飯塚市潤野57番地１ 

1910 22107347 上山 隆広 一般建築物 株式会社トップ・ワークス 410 - 0311 静岡県 沼津市原町中2-7-2 info□topworks.org

1911 22108784 齊藤 亮二 一般建築物 株式会社ＡＣＴ 753 - 0231 山口県 山口市大内氷上6-2-1 act-ymg□sky.megaegg.ne.jp

1912 22110187 熊谷 暁 一般建築物 株式会社　セレクトホーム 302 - 0105 茨城県 守谷市薬師台6-2-8 satoru□select-home.co.jp

1913 22107642 市川 真吾 一般建築物 株式会社守重建設 191 - 0041 東京都 日野市南平8-5-17 

1914 22110234 芳賀 真人 一般建築物 株式会社　富士見工務店 354 - 0035 埼玉県 富士見市ふじみ野西4-10-1 fujimikoumuten□nifty.com

1915 22104459 森本 薫樹 一般建築物 株式会社リフォーム計画室 654 - 0153 兵庫県 神戸市須磨区南落合1-24-4 morimoto□reform-planning.co.jp

1916 22110468 井門 浩之 一般建築物 大和リース株式会社 760 - 0056 香川県 高松市中新町11-1 三甲高松ビル8階

1917 22113192 頓宮 尚公 一般建築物 烏城総合法律事務所 700 - 0816 岡山県 岡山市北区富田町2-13-12 コートサイドビル４階 n.tonguu□gmail.com

1918 22111960 谷 幸宣 一般建築物  -    

1919 第2210961 岡元 浩一 一般建築物 株式会社SNB 132 - 0015 東京都 江戸川区西瑞江3-30-16 f.auto□kbd.biglobe.ne.jp

1920 22111920 水野 大輔 一般建築物 株式会社水野設備 633 - 0245 奈良県 宇陀市榛原笠間2182 mizuno-d□mizunosetsubi.jp

1921 22108861 山口 裕文 一般建築物 やまたつ建設株式会社 852 - 8055 長崎県 長崎市虹が丘町6-10 

1922 22109687 水ノ上 由和 一般建築物 株式会社創水設備 729 - 0141 広島県 尾道市高須町2009番地1 

1923 22111233 山口 公太郎 一般建築物 株式会社マルホウ  -    yamaguchi□maruhou.co.jp

1924 22112144 近藤 文彦 一般建築物 株式会社西興 812 - 0023 福岡県 福岡市博多区奈良屋町14番3号 ルイ・マーブル奈良屋10F kondo□nisiko.jp

1925 22107499 神谷 寿 一般建築物 南海工業株式会社  -    

1926 22110775 高見 直樹 一般建築物 三耐保温株式会社 939 - 0305 富山県 射水市鷲塚91-3 

1927 22110303 森下 勲 一般建築物 株式会社フジヤマ 651 - 0084 兵庫県 神戸市中央区磯辺通1-1-20 KOWA BLDG.603号

1928 22110928 綿貫 智也 一般建築物 株式会社東急コミュニティー 158 - 8509 東京都 世田谷区用賀 ４丁目１０－１世田谷ビジネススクエアタワー７階

1929 22107285 鈴木 保彰 一般建築物 株式会社リフォームプラザ小泉 190 - 0023 東京都 立川市柴崎町 

1930 22108937 佐々木 裕輔 一般建築物 dbクリーン株式会社 343 - 0851 埼玉県 越谷市七左町 4-15-10 support□db-clean.co.jp

1931 22114070 伊藤 力 一般建築物 498 - 0046 愛知県 弥富市三好四丁目15番地３ chikara-ito-chubu□mbr.nifty.com

1932 22114222 岡部 浩昭 一般建築物 岡部工務店 559 - 0004 大阪府 大阪市住之江区住之江3-3-5 ok.be.yan.try□gmail.com

1933 22107311 帯谷 昌充 一般建築物 有限会社オビヤ硝子建材 224 - 0001 神奈川県 横浜市都筑区中川5-39-19 obiya□aqua-fine.co.jp

1934 22110048 鶴田 一真 一般建築物 関西施設株式会社 636 - 0212 奈良県 磯城郡三宅町石見523-50 

1935 22106953 小川 亮太 一般建築物 株式会社小川工務店 857 - 0143 長崎県 佐世保市吉岡町1981-7 info□ogawakoumuten.co.jp

1936 22110401 高田 三英 一般建築物 三光物産株式会社 350 - 0043 埼玉県 川越市新富町1-9-1 sanko□chintaiichiban.com

1937 22108874 山本 郁夫 一般建築物 ヤマモト　イクオ 854 - 0053 長崎県 諫早市小川町640-63 yamamoto-sekkei□nifty.com

1938 22106744 金子 泰志 一般建築物 株式会社のあ建築設計 812 - 0006 福岡県 福岡市博多区上牟田3-11-22 

1939 22109165 福永 浩子 一般建築物 株式会社フォルカ 700 - 0945 岡山県 岡山市南区新保679-14 

1940 22113767 信定 眞由美 一般建築物 株式会社眞(マコト)建設 640 - 8306 和歌山県 和歌山市出島34-22 
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1941 22107501 澤口 陽介 一般建築物 有限会社早伸松陽組 176 - 0021 東京都 練馬区貫井5-15-20 sawaguchi□smy-g.jp

1942 22107496 大野 雅己 一般建築物 式会社きまさ 194 - 0015 東京都 町田市金森東1-1-4 101 info□kimasa.org

1943 22109449 土橋 成佑 一般建築物 三枡建設株式会社 400 - 1508 山梨県 甲府市下曽根町1390-1 naruhiro□mimasu-online.com

1944 22111729 小島 則雄 一般建築物 有限会社　エスピーエヌ 333 - 0866 埼玉県 川口市芝4339-1 spn□s8.dion.ne.jp

1945 22105780 叶内 雄作 一般建築物 株式会社叶内建設 272 - 0021 千葉県 市川市八幡6-14-12 

1946 22106159 坂本 正明 一般建築物 西日本住宅企業株式会社 755 - 0018 山口県 宇部市錦町9-6 ライオンズマンション1101号

1947 22106893 大場 光貴 一般建築物 有限会社オオバ設計 132 - 0022 東京都 江戸川区大杉3-4-7 

1948 22111728 並木 克之 一般建築物 有限会社　エスピーエヌ 333 - 0866 埼玉県 川口市芝4339-1 

1949 22107818 藤原 涼人 一般建築物 株式会社ハウスクリエイト21 121 - 0816 東京都 足立区梅島2-3-15 岩立ビル2階 fujiwara□hc-21.co.jp

1950 22108853 諸岡 孝司 一般建築物 有限会社諸岡建設 843 - 0301 佐賀県 嬉野市嬉野町下宿 

1951 22109766 加藤 貴志 一般建築物 株式会社エコフォレスト 573 - 1153 大阪府 枚方市招提大谷 t_katou□ecoforest.jp

1952 22110807 鈴木 禎夫 一般建築物 環境リサーチ株式会社 194 - 0011 東京都 町田市成瀬が丘3-38-13 s-suzuki□kankyo-research.co.jp

1953 22110025 野口 政明 一般建築物 株式会社コネクトONE 418 - 0037 静岡県 富士宮市安居山682-1 m.noguchi2015□gmail.com

1954 N2024005 森本 唯信 一般建築物 .ism設計事務所 462 - 0023 愛知県 名古屋市北区安井1丁目33-23 t-morimoto□architect-ism.jp

1955 22110508 橋本 健治 一般建築物 ガイソー富山店 930 - 0827 富山県 富山市上飯野9-3 hashimoto□gaiso.co

1956 22108884 徳村 孝一 一般建築物 幸徳建設 811 - 2209 福岡県 糟屋郡志免町王子1-2-8 ビセトルB201 kotokukensetu□gmail.com

1957 22108360 浦 司樹 一般建築物 株式会社ハウスリンク 358 - 0011 埼玉県 入間市下藤沢 ura□houselink-co.com

1958 22108885 中西 正和 一般建築物 えびす技建 818 - 0132 福岡県 太宰府市国分1丁目18-50 アイランドコートリスタ太宰府

1959 22107070 岩田 裕志 一般建築物 U.G興業 207 - 0016 東京都 東大和市仲原2-5-4 u.gkougyo□gmail.com

1960 22109995 竹田 淳 一般建築物 株式会社ビバホーム 357 - 0003 埼玉県 飯能市青木 オールージュ飯能202号室 atsushi1.takeda□vivahome.co.jp

1961 22110674 灰本 翔太 一般建築物 株式会社冨樫興業  -    ssk.friend.love□docomo.ne.jp

1962 22106902 山崎 武史 一般建築物 株式会社　武光 334 - 0002 埼玉県 川口市鳩ヶ谷本町3-8-3 ダイヤパレス鳩ケ谷本町807号室 takemitsu.321□gmail.com

1963 22110503 紺野 宏 一般建築物 紺野建設株式会社 089 - 0111 北海道 上川郡清水町南三条8丁目１番地 

1964 22111490 菊地 忠行 一般建築物 菊地住設 880 - 0301 宮崎県 宮崎市佐土原町上田島1214-1 

1965 22114137 髙田 博行 一般建築物 有限会社　髙陽 344 - 0035 埼玉県 春日部市谷原新田2043-6 takada□koyo-d.com

1966 22108616 西田 和彦 一般建築物 ロウクワット株式会社 178 - 0062 東京都 練馬区大泉町1-21-12 k_nishida□loquat.co.jp

1967 22108797 志賀 浩之 一般建築物 ㈱トピア 753 - 0871 山口県 山口市朝田131-1 shiga□topia-i.co.jp

1968 22110224 渡邉 雅彦 一般建築物 大雅興業株式会社 339 - 0031 埼玉県 さいたま市岩槻区飯塚1154番地 taigakogyo□gmail.com

1969 22111438 越前 貴司 一般建築物 アーキテックス株式会社 444 - 2121 愛知県 岡崎市 t-koshimae□attain.co.jp

1970 22109073 磯部 成也 一般建築物 株式会社ザック 101 - 0051 東京都 千代田区神田神保町2-14 SP神保町ビル7階 isobe□zac-zac.com

1971 22108503 天井 正人 一般建築物 ㈱とやまアイホーム 930 - 0814 富山県 富山市下冨居二丁目5-6 

1972 22109925 工藤 陵夫 一般建築物 同)工藤アークス 400 - 0206 山梨県 南アルプス市 六科1412-16
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1973 22109922 渡邉 勝博 一般建築物 ㈱住建 400 - 0104 山梨県 甲斐市龍地2571-2 

1974 22113295 北野 吾一 一般建築物 株式会社 環協技研 612 - 8395 京都府 京都市伏見区下鳥羽東芹川町50 kitano□kankyo-g.co.jp

1975 22107485 土屋 優介 一般建築物 株式会社　嶋澤啓工務店 336 - 0022 埼玉県 さいたま市南区白幡4-14-23 tsuchiya□shimazawa.co.jp

1976 22109616 吉田 拓弥 一般建築物 Bliss home 270 - 0202 千葉県 野田市関宿台町2060-9 bliss.yoshida□gmail.com

1977 22110513 相原 敏季 一般建築物 株式会社相成工業 400 - 1504 山梨県 甲府市右左口町４７７‐１ aiseikougyou□gmail.com

1978 22109673 山田 茂 一般建築物 意匠開発 665 - 0811 兵庫県 宝塚市南ひばりガ丘2-4-7 

1979 22107686 篠原 仁 一般建築物 株式会社シノ建 799 - 2651 愛媛県 松山市堀江町甲1636-10 shinoken187□gmail.com

1980 22108266 田中 修 一般建築物 株式会社ティ・エム・シー 142 - 0064 神奈川県 横浜市神奈川区神之木台2-19 

1981 22109859 山﨑 健二朗 一般建築物 株式会社　安江工務店 468 - 0056 愛知県 名古屋市天白区島田 1-1509

1982 22111046 金井 和也 一般建築物 金井　建築 939 - 0364 富山県 射水市南太閤山9-26 kanai-kenchiku□hotmeil.com

1983 ID:22109 市之瀬 貴幸 一般建築物 株式会社幸栄電設  -    t.ichinose.kouei□nifty.com

1984 22110480 井上 秀俊 一般建築物 株式会社 百田工務店  -    

1985 22110831 野村 英男 一般建築物 有限会社　野村鉄工所 509 - 9232 岐阜県 中津川市坂下962-1 ynmr1800□gmail.com

1986 22111367 西島 由紀恵 一般建築物 西島木材株式会社 919 - 0621 福井県 あわら市市姫5-6-33 yukie□nishijima-wood.co.jp

1987 22110879 真添 信行 一般建築物 800 - 0242 福岡県 北九州市小倉南区津田1-7-3 masterpiece201611□gmail.com

1988 22110915 カサハラ アツノリ 一般建築物 conics株式会社 352 - 0011 埼玉県 新座市野火止8-21-2 ガーデンプレジール朝霞台504 a.kasahara□conics.biz

1989 22106870 中山 尚三 一般建築物 匠造建築 785 - 0202 高知県 高岡郡津野町姫野々 shozokenchiku2□outlook.jp

1990 22107014 田部井 雅晴 一般建築物 池田煖房工業株式会社 本店 162 - 0041 東京都 新宿区早稲田鶴巻町531番地5 OKADOビル m_tabei□ikedan.co.jp

1991 22112430 大石 美晴 一般建築物 755 - 0241 山口県 宇部市東岐波1196-292 ohishi□nagata.grats.jp

1992 22109973 竹田 瞬 一般建築物 株式会社　R産業 226 - 0015 神奈川県 横浜市緑区三保町179-2 r_sangyo61□cronos.ocn.ne.jp

1993 22112719 志村 徳彦 一般建築物 有限会社志村建装 114 - 0012 東京都 北区田端新町1-1-17 info□shimu-ken.com

1994 22112609 西村 春吉 一般建築物 有限会社西村商店 813 - 0023 福岡県 福岡市東区蒲田4-5-23 ns.246□live.jp

1995 22110859 中西 幸輝 一般建築物 570 - 0005 大阪府 守口市八雲中町1-11-27 

1996 22114008 竹口 涼太 一般建築物 356 - 0022 埼玉県 ふじみ野市長宮 

1997 22109654 新村 光司 一般建築物 430 - 0853 静岡県 浜松市南区三島町400-6 shinmura.koji□gmail.com

1998 22108571 仲野 正範 一般建築物 株式会社仲野工務店 403 - 0021 山梨県 南都留郡西桂町下暮地478-2 nakano□nakano-koumuten.jp

1999 22107028 山本 敏也 一般建築物 有限会社　富士建創社 417 - 0061 静岡県 富士市伝法2539-3 

2000 22109358 板橋 亮 一般建築物  -    

2001 22110499 佐藤 利明 一般建築物 佐藤建設株式会社 960 - 0801 福島県 伊達市霊山町掛田字田沢７１ toshi2□mxb.mesh.ne.jp

2002 22109200 長田 昭太 一般建築物 400 - 1506 山梨県 甲府市上向山町 

2003 22109748 曽我部 英之 一般建築物 Ｄ＆Ｃファシリティーズ　株式会社 232 - 0014 神奈川県 横浜市南区吉野町3-7-4 SICビル3階 h.sogabe□dc-f.co.jp

2004 22108152 前田 久志 一般建築物 株式会社 House innovation 453 - 0032 愛知県 名古屋市中村区塩池町 1-18-28
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2005 22113886 吉村 健 一般建築物 有限会社　ＳＥＫ 750 - 0043 山口県 下関市東神田町7-12 sek_01111□yahoo.co.jp

2006 22114421 遠藤 光 一般建築物 株式会社龍尾興業 354 - 0015 埼玉県 富士見市東みずほ台1-2-8 セルテスみずほ202 kanri□ryuokogyo.biz

2007 22111834 久郷 将一 一般建築物 石友リフォームサービス株式会社　魚津店 937 - 0041 富山県 魚津市吉島554-1 

2008 22108239 沢口 立明 一般建築物 株式会社澤建工業 197 - 0823 東京都 あきる野市野辺871-1 

2009 22110255 後藤 亮二 一般建築物 株式会社フジヤマ 460 - 0026 愛知県 名古屋市中区伊勢山2-8-23 goto□fujiyama-net.jp

2010 22107706 渡部 勇 一般建築物 株式会社アービック建設 272 - 0034 千葉県 市川市市川1-23-9 加藤ビル４Ｆ watabe□urbic.co.jp

2011 22110250 川口 一成 一般建築物 株ホンポ 510 - 1253 三重県 三重郡菰野町潤田355-13 info□reform-honpo.jp

2012 22108203 石川 一矢 一般建築物 070 - 8004 北海道 旭川市神楽４条11丁目4-15 kazuya44ishikawa□gmail.com

2013 22200406 永田 秋浩 一戸建て等 三井ホーム鹿児島（株） 892 - 0846 鹿児島県 鹿児島市加治屋町12-7 甲南アセット鹿児島加治屋町ビル1階 a-nagata□mitsuihome-kagoshima.com

2014 22111215 安藤 伸一 一般建築物 株式会社ＮＩＴＴＯＨ 636 - 0815 奈良県 生駒郡三郷町勢野北2-8-35 

2015 22111122 美田 雅彦 一般建築物 有限会社美田工務店 720 - 1811 広島県 神石郡神石高原町安田676-2 

2016 22106221 泉田 尚 一般建築物 株式会社　ランドスルーホーム 733 - 0851 広島県 広島市西区田方1-25-1 izumida□kmf.biglobe.ne.jp

2017 22107409 村上 直樹 一般建築物 (株)真和塗装工業 706 - 0001 岡山県 玉野市田井2-17-10 

2018 22109594 佐々木 直人 一般建築物 ミサワホーム北海道 003 - 8558 北海道 札幌市白石区東札幌二条 ６丁目８番１号

2019 22112354 北野 雅夫 一般建築物 MED Communications株式会社 337 - 0006 埼玉県 さいたま市見沼区島町１１８\x{2212}1 ビーノⅠ 102 kitano□med-com.jp

2020 22111375 原 誠一郎 一般建築物 株式会社アクシスジャパン 170 - 0004 東京都 豊島区北大塚2-2-5 晴和ビル　８F hara□ax-japan.co.jp

2021 22108468 栗山 卓也 一般建築物 939 - 2126 富山県 富山市山田清水7 

2022 22114468 山本 将 一般建築物 株式会社マック東海 463 - 0056 愛知県 名古屋市守山区新城１７番１４号 

2023 22107166 古川 達海 一般建築物 144 - 0034 東京都 大田区西糀谷3丁目9番22号 furukawa□tatsumi-k.co.jp

2024 22107167 鈴木 宣広 一般建築物 有限会社タツミ工業 144 - 0034 東京都 大田区西糀谷3丁目9番22号 suzuki□tatsumi-k.co.jp

2025 22112014 竹入 慎治 一般建築物 株式会社タケイリ建設 461 - 0014 愛知県 名古屋市東区橦木町3丁目2番地の3 shinji-take□nifty.com

2026 22108739 荒木 裕宣 一般建築物 Ｈ＆Ｓ株式会社 599 - 8245 大阪府 堺市中区辻之 864-62

2027 22108442 菅野 信昭 一般建築物 株式会社マルシン工業 981 - 1525 宮城県 角田市君萱字神鳴１１ kanno□marushin-0428.co.jp

2028 22111485 竹下 佳輝 一般建築物 株式会社　タケシタ 895 - 2631 鹿児島県 伊佐市大口小木原899 ytake□takeshitanoie.co.jp

2029 22111388 松原 りくは 一般建築物 株式会社　誠技研 131 - 0032 東京都 墨田区東向島4-22-10 小泉ビル402 info□makotogikenkogyo.com

2030 22108235 齊藤 敬 一般建築物 （有）比留間工務店 183 - 0012 東京都 府中市押立町4-39-13 koumuten-hiruma□samba.ocn.ne.jp

2031 22110397 山田 裕康 一般建築物 ㈱小野寺解体工事 110 - 0011 東京都 台東区三ノ輪2-10-3 

2032 22112186 櫻井 ひより 一般建築物 dbクリーン株式会社 343 - 0851 埼玉県 越谷市七左町 4-15-10

2033 22110665 松崎 宏美 一般建築物 (株)松崎土建 346 - 0111 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎327 

2034 22109618 森 雅行 一般建築物 株式会社モリハウス 377 - 0008 群馬県 渋川市渋川1754-4 r.morihouse□gmail.com

2035 22107948 藤井 雅志 一般建築物 健康住宅株式会社 816 - 0864 福岡県 春日市須玖北 １丁目３番

2036 22110350 矢野 浩史 一般建築物 HOUSEORIGIN株式会社 814 - 0104 福岡県 福岡市城南区別府5丁目25-21 h-yano□kenkoh-jutaku.co.jp

63 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

2037 22111581 中野 幸雄 一般建築物 中野一級建築設計事務所 678 - 0002 兵庫県 相生市汐見台51-1 

2038 22111004 大谷 晴彦 一般建築物 ㈱大谷建設 619 - 0204 京都府 木津川市山城町上狛一本木 １－７ ootani.k.k□road.ocn.ne.jp

2039 22113874 高瀬 亮 一般建築物 ZICCA工房　株式会社 700 - 0972 岡山県 岡山市北区上中野27-12 otoiawase_0808□yahoo.co.jp

2040 22108919 奥浦 喜栄 一般建築物  -    

2041 22110049 株式会社 コーケン設備 一般建築物 株式会社コーケン設備 592 - 0003 大阪府 高石市東羽衣4-8-30 kouken□mountain.ocn.ne.jp

2042 22113327 小菅 剛 一般建築物 ㈲小菅建築 289 - 1613 千葉県 山武郡芝山町 

2043 22107056 川﨑 郷亮 一般建築物 川﨑工業 701 - 0211 岡山県 岡山市南区東畦599 kawasaki.kougyou.358□gmail.com

2044 22107160 上杉 大樹 一般建築物 有限会社　東京斫り  -    

2045 22105798 タカハシ カオル 一般建築物 TOTOメンテナンス（株） 105 - 8306 東京都 港区海岸 １－２－２０ kaoru.takahashi□jp.toto.com

2046 22107383 瀬崎 幸広 一般建築物 株式会社スールコーポレーション 590 - 0812 大阪府 堺市堺区霞ケ丘町1丁2-25 sezaki□soeurs.co.jp

2047 22107893 広瀬 義勝 一般建築物 サンコウ設備工業株式会社 444 - 0918 愛知県 岡崎市日名中町11-11 

2048 22109422 小野 稔 一般建築物 株式会社小野建設 746 - 0104 山口県 周南市米光 286 ustimenoy2□gmail.com

2049 22109665 阪部 裕史 一般建築物 アイシン開発株式会社  -    

2050 22109863 横田 康則 一般建築物 不二熱学工業㈱ 432 - 8016 静岡県 浜松市中区中山町94-1 ﾌﾟﾚﾐｽﾄ101号 yokota□fujinetsu.co.jp

2051 22116087 近藤 博文 一般建築物 有限会社工務店近藤元 599 - 8254 大阪府 堺市中区伏尾734-3 info□kondomoto.com

2052 22116088 近藤 舞美 一般建築物 有限会社工務店近藤元 599 - 8254 大阪府 堺市中区伏尾734-3 

2053 22110974 田村 仁哉 一般建築物 有限会社リフォームイッツ 440 - 0832 愛知県 豊橋市中岩田2丁目3-8 it_s□carol.ocn.ne.jp

2054 22114206 野口 圭一郎 一般建築物 株式会社　野口美装 468 - 0031 愛知県 名古屋市天白区高宮町1501-13 k-noguchi□noguchi-bisou.com

2055 22109450 深沢 正人 一般建築物  -    fukasawa□mimasu-online.com

2056 22111074 片貝 文雄 一般建築物 三友　株式会社 248 - 0013 神奈川県 鎌倉市材木座4-9-1 

2057 22108215 林 隆 一般建築物 (有)京屋商店 362 - 0035 埼玉県 上尾市仲町1-5-10 kyoya-interior□kyoya-h.com

2058 22110850 中井 一人 一般建築物 株式会社さくら住建 556 - 0016 大阪府 大阪市浪速区元町1-5-7 ナンバプラザビル1009 nakai□sakura-jk.com

2059 22109965 星野 正孝 一般建築物 有限会社星野工業 273 - 0018 千葉県 船橋市栄町2-15-1 hoshino-kogyo□poem.ocn.ne.jp

2060 22109560 トク ダイキ 一般建築物 株式会社德設計建築事務所 700 - 0973 岡山県 岡山市北区下中野348-101 tokusekkei1008□gmail.com

2061 22110876 ホンマ トシハル 一般建築物 有限会社　本間住設 802 - 0821 福岡県 北九州市小倉南区横代北町3-4-17 

2062 22109171 山田 和生 一般建築物 日本ハウス株式会社 745 - 0051 山口県 周南市沖見町2-1 nc-info□nchouse.co.jp

2063 22112712 坂本 幸生 一般建築物 株式会社パナホーム山梨 409 - 0623 山梨県 大月市七保町葛野2521-3 

2064 22111618 水田 学 一般建築物 株式会社エスデートラスト 116 - 0014 東京都 荒川区東日暮里4丁目9番8号 コーポ寿々紀１F

2065 22108055 藤原 佑太 一般建築物  -    

2066 22111084 山内 洋平 一般建築物 洋平  -    yohei□HOME-Dr.co.jp

2067 22111661 加藤 猛 一般建築物 株式会社中森土建 441 - 3505 愛知県 田原市池尻町下り瀬古18-2 nakamori□kk-nakamori.co.jp

2068 22107443 間嶋 秀夫 一般建築物 坂戸ガス株式会社 350 - 0272 埼玉県 坂戸市末広町3-5 
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2069 22112027 友渕 真孝 一般建築物 友渕工務店 640 - 8391 和歌山県 和歌山市加納329-4 tomcon□nike.eonet.ne.jp

2070 22113625 竹内 功 一般建築物 中央防災株式会社 478 - 0011 愛知県 知多市原2丁目10-25 

2071 22110552 鈴木 勝男 一般建築物 株式会社 堤工業 334 - 0062 埼玉県 川口市榛松2-5-20 

2072 22110685 渋谷 純平 一般建築物 エースコンサルタント株式会社 332 - 0023 埼玉県 川口市飯塚4-15-31 サンヒルズ川口308 j.shibuya□ace-con.co.jp

2073 22114933 西村 傑庸 一般建築物 有限会社　三光建設 979 - 1111 福島県 双葉郡富岡町小浜497-123 

2074 22109559 安田 年一 一般建築物 （株）ティ・シー・シー 700 - 0901 岡山県 岡山市北区本町6-36 t-yasuda□tcc.works

2075 22108649 青木 義雄 一般建築物  -  東京都  

2076 22106027 市野 御吏 一般建築物 419 - 0201 静岡県 富士市厚原2196番地の2 

2077 22113290 今澤 寛 一般建築物 有限会社リュウアーキテクツ 596 - 0821 大阪府 岸和田市小松里町2485 ジョイフル久米田306

2078 22109071 池上 豊 一般建築物 インデックス 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル７F

2079 22109756 荒川 浩一 一般建築物 ㈱小野組関東支店　JPG 330 - 0061 埼玉県 さいたま市浦和区常盤9-20-3 北浦和第二大栄ビル2F k-arakawa□ono-gumi.co.jp

2080 22111554 北山 悠太 一般建築物 株式会社北山建装 489 - 0916 愛知県 瀬戸市平町1丁目10番地 kk.kitayamakensou□outlook.com

2081 22112171 西澤 祥 一般建築物 三機商工株式会社  -    info□sankishoko.co.jp

2082 22107808 加藤 隆弘 一般建築物  -    

2083 22107685 森井 龍 一般建築物 株式会社フィルドストン 761 - 0078 香川県 木田郡三木町大字池戸3208番地5 

2084 22106153 志賀 憲一 一般建築物 株式会社志賀工務店 755 - 0151 山口県 宇部市西岐波313-1 info□shigakoumuten.jp

2085 22110564 静井 立明 一般建築物 株式会社エダ住宅 323 - 0023 栃木県 小山市中央町3-3-1 サクシードビル shizui□e-eda.co.jp

2086 22107940 吉本 幸弘 一般建築物 有限会社吉本工務店 804 - 0082 福岡県 北九州市戸畑区新池3-2-4 y-moto□eagle.ocn.ne.jp

2087 22112374 沖山 佑樹 一般建築物 有限会社克郎工務店 100 - 1511 東京都 八丈島八丈町三根4869-6 sonko88□crux.ocn.ne.jp

2088 22111226 川下 杏利 一般建築物 615 - 8111 京都府 京都市西京区川島松園町19-1 futoshi□e-ashida.co.jp

2089 22108894 齋田 光治 一般建築物 株式会社スルガホーム 983 - 0828 宮城県 仙台市宮城野区岩切分台2-5-3 suruga-0902□ia2.itkeeper.ne.jp

2090 22108487 河﨑 義範 一般建築物 有限会社　河﨑建設 939 - 8063 富山県 富山市小杉821番地９ y-kawasaki□kawasaki-home.com

2091 22108845 麻生 秀実 一般建築物 株式会社福義建設 858 - 0915 長崎県 佐世保市上相浦町7番6号 fukuken□fukuyoshi.info

2092 22110005 東 順子 一般建築物 株式会社ラックランド 333 - 0842 埼玉県 川口市前川4-6-12 j-higashi□e.luckland.co.jp

2093 22107592 平原 一郎 一般建築物 株式会社平原工務店 271 - 0065 千葉県 松戸市南花島3-43-21 info□hirahara-koumuten.com

2094 22107323 森 一輝 一般建築物 株式会社　森建装 227 - 0047 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台10-1 ドエルムラタ1階Ｃ店舗 office□morikenso.ltd

2095 22107324 山本 泰平 一般建築物 株式会社　森建装 227 - 0047 神奈川県 横浜市青葉区みたけ台10-1 ドエルムラタ1階Ｃ店舗 yamamoto.t□morikenso.ltd

2096 22109203 長谷川 晋哉 一般建築物 株式会社長谷川清次郎設計事務所 262 - 0033 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷2-31-17 

2097 22108456 荒木 実 一般建築物 アウルウイング 939 - 8022 富山県 富山市山室荒屋８１ info□owlwing.com

2098 22109553 服部 裕樹 一般建築物 （株）エーワン 376 - 0046 群馬県 桐生市宮前町2-16-1 

2099 22111743 金子 謙輔 一般建築物 株式会社　美装 183 - 0055 東京都 府中市府中1-28-8 Pinoさくら通り２０１ kensuke.kaneko□jcom.home.ne.jp

2100 22113707 橋本 整一 一般建築物 ハンテック株式会社 101 - 0024 東京都 千代田区神田和泉町1-11 森光ビル3F
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2101 22110689 イソガイ ヒロユキ 一般建築物 三建設備工業株式会社 320 - 0827 栃木県 宇都宮市花房 

2102 22108764 早川 隆明 一般建築物 ヘキサ株式会社 550 - 0005 大阪府 大阪市西区西本町1-6-8 SSビル本町西9F

2103 22108167 森岡 大 一般建築物 株式会社ワイズアソシエイション 534 - 0021 大阪府 大阪市都島区都島本通4-16-10 morioka□ys-association.co.jp

2104 22110444 奥浜 光章 一般建築物 合同会社　彩 901 - 2216 沖縄県 宜野湾市佐真下113-207 スエヒロマンション ryukyushinwa□gmail.com

2105 22109348 桑野 繁幸 一般建築物 株式会社　日伸工業 206 - 0804 東京都 稲城市百村1603-5 s-kuwano□nisshin-k.biz

2106 22111214 田中 隆弘 一般建築物 株式会社ケンセイ 564 - 0044 大阪府 吹田市南金田1-14-15 tanaka□kensei.net

2107 22105931 古藤 克彦 一般建築物 古久根建設（株） 261 - 0012 千葉県 千葉市美浜区磯辺4-15-17-207 

2108 22112793 石田 誠 一般建築物 株式会社テンマ 577 - 0065 大阪府 東大阪市高井田中3-12-17 

2109 22109770 藤井 誠二 一般建築物 株式会社テンマ 577 - 0065 大阪府 東大阪市高井田中3-12-17 

2110 22110327 アガリ ヒロコ 一般建築物 753 - 0251 山口県 山口市大内千坊3丁目1番19号 hiagajp□yahoo.co.jp

2111 22115688 藤岡 真伍 一般建築物 (株)日建美装　藤岡 999 - 3101 山形県 上山市金瓶字北17-4 shingo.f□nikken-bisoh.co.jp

2112 22106289 石田 哲也 一般建築物 104 - 0031 東京都 中央区京橋3-12-2 京橋第二有楽ﾋﾞﾙ8階

2113 22114154 駿河 仁人 一般建築物 プラスホームズ 194 - 0012 東京都 町田市金森6-35-11 info□plushomes-mcd.com

2114 22107945 石井 正晴 一般建築物 リビング工業株式会社 815 - 0074 福岡県 福岡市南区寺塚1丁目16-13 リビング工業株式会社 living□myad.jp

2115 22113248 名村 右人 一般建築物 272 - 0114 千葉県 市川市塩焼1-10-10 migito□y6.dion.ne.jp

2116 22113739 成田 貢 一般建築物 有限会社ルーフトップス 300 - 1252 茨城県 つくば市高見原5-5-41 narita□rooftops.co.jp

2117 22115494 山田 俊治 一般建築物 (株）ﾄﾚｯﾌﾟｴｰｼﾞｪﾝﾄ 177 - 0032 東京都 練馬区谷原2-1-36 サンハイツみのわ302 yamada□torep.jp

2118 22114151 村木 徹也 一般建築物  -    muraki□1or8.biz

2119 22113794 寺崎 博之 一般建築物  -    yu1□nice-tv.jp

2120 22113554 芹澤 亨 一般建築物 塗装工房 771 - 0204 徳島県 板野郡北島町鯛浜字中須15 

2121 22115667 上田 湧弥 一般建築物 合資会社西村興業 725 - 0013 広島県 竹原市吉名町2711-9 

2122 22115496 梅戸 彰 一般建築物  -    umeto□komiken-eng.co.jp

2123 22114410 越後 正幸 一般建築物 株式会社エムズワークス  -    emsworks.emehte□gmail.com

2124 22115929 石山 昇志 一般建築物 オフィス　オズ㈲一級建築士事務所 921 - 8013 石川県 金沢市新神田２－３－２ ishiyama□aiz.co.jp

2125 22115932 林 英治 一般建築物 （有）稲垣重機 939 - 0724 富山県 下新川郡朝日町横水105 

2126 22110524 杉木 克紀 一般建築物 杉木克紀 332 - 0031 埼玉県 川口市青木 

2127 22107854 尾辻 寛 一般建築物 株式会社電巧舎 194 - 0041 東京都 町田市玉川学園2-6-6 

2128 22114742 近藤 健治 一般建築物 299 - 0246 千葉県 袖ケ浦市長浦駅前8-13-4 

2129 22113931 シモヤマ ヒロユキ 一般建築物 有限会社至誠建設 121 - 0836 東京都 足立区入谷5-16-8 shisei□crux.ocn.ne.jp

2130 22111603 後藤 一彦 一般建築物 株式会社ニッテク 136 - 0074 東京都 江東区東砂6-6-4 

2131 22111631 木村 梢一 一般建築物 株式会社ニッテク 136 - 0074 東京都 江東区東砂6-6-4 

2132 22104724 瀧戸 正昭 一般建築物 株式会社　東海 410 - 0312 静岡県 沼津市原118番地 masaakitakido□gmail.com
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2133 22111505 杉森 京子 一般建築物 株式会社スギモリ 930 - 0275 富山県 中新川郡立山町利田2477 

2134 22105683 山下 拓真 一般建築物 旭興産株式会社 712 - 8051 岡山県 倉敷市中畝8-2-30 

2135 22108385 天野 大地 一般建築物 株式会社　大地工業 422 - 8054 静岡県 静岡市駿河区南安倍３丁目21-17 contact01□daichi-kogyo.com

2136 22113217 小倉 貴雄 一般建築物 株式会社　小倉解体工業 329 - 4212 栃木県 足利市稲岡町482 

2137 22105685 安部 優一郎 一戸建て等 旭興産株式会社 712 - 8051 岡山県 倉敷市中畝8-2-30 

2138 22105686 萩田 一平 一般建築物 旭興産株式会社 712 - 8051 岡山県 倉敷市中畝8-2-30 

2139 22107836 佐竹 輝彦 一般建築物 株式会社カドヤ建設 143 - 0023 東京都 大田区山王3-30-4 satake□kadoya-kensetsu.jp

2140 22110206 中沢 隆 一般建築物 大日本印刷株式会社  -    

2141 22106536 中桐 亮一 一般建築物 ヘキサ株式会社 550 - 0005 大阪府 大阪市西区西本町1-6-8 SSビル本町西9F

2142 22113573 金井 恒太郎 一般建築物 エスケードリーム株式会社 245 - 0018 神奈川県 横浜市泉区上飯田町２５４２－２ 

2143 21100300 藤森 義勝 一般建築物 株式会社　和田鉄工建設 933 - 0803 富山県 高岡市出来田14 

2144 22110114 楠 智久 一般建築物 （株）　楠建築 938 - 0054 富山県 黒部市岡1196-2 

2145 22108792 上田 幸正 一般建築物 753 - 0212 山口県 山口市下小鯖2333-5 2020yuki.u□gmail.com

2146 22111572 藤澤 博 一般建築物 京都テクニカル株式会社 601 - 8126 京都府 京都市南区上鳥羽南花名町23 

2147 22112257 三輪 麻里絵 一般建築物 有限会社Ｔ・Ｎクリーン 494 - 0016 愛知県 一宮市東加賀野井字東川原８ info□tn-clean.com

2148 22111180 渡邉 博昭 一般建築物 ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社  -    hiroaki.watanabe3□bridgestone.com

2149 22114148 中野 伯彦 一般建築物 東神ホームサービス株式会社 350 - 2201 埼玉県 鶴ヶ島市富士見２－２０ パールハイム若葉３ー３０１ nakano□tohshin.gr.jp

2150 22110531 牧野 大亮 一般建築物 株式会社スリーアールデザイン 142 - 0042 東京都 品川区豊町6-22-13 3r.design316□gmail.com

2151 22109895 野澤 俊浩 一般建築物 合資会社　野澤商店 709 - 0222 岡山県 備前市吉永町福満58 

2152 22201465 石田 裕亮 一戸建て等 ㈱ハウスサポート秋川 197 - 0832 東京都 あきる野市上代継314-4 y-ishida□h-support.co.jp

2153 22114016 ニシカタ マサカツ 一般建築物 株式会社セイビシステム 164 - 0002 東京都 中野区上高田3-17-13 

2154 22112970 内藤 隆志 一般建築物 有限会社石西塗装店 699 - 5134 島根県 益田市向横田町イ820－1 

2155 22112972 内藤 総太朗 一般建築物  -    

2156 22113691 坂内 修一郎 一般建築物 株式会社三浦組 350 - 1255 埼玉県 日高市武蔵台1-15-2 soumu□miura-gumi.co.jp

2157 22112971 山本 竜司 一般建築物 有限会社石西塗装店 698 - 0036 島根県 益田市須子町60-11 益田市営須子住宅11号棟1121号

2158 22114847 松永 公雄 一般建築物 松永公雄 989 - 0731 宮城県 白石市福岡深谷字高野24-15 info□interikun.com

2159 22201239 菅沼 源雄 一戸建て等 株式会社クリーンハウス寿 278 - 0046 千葉県 野田市谷津 741-1

2160 22110512 長田 正利 一般建築物 株式会社　興輝　Hazuki 406 - 0034 山梨県 笛吹市石和町唐柏475-2 

2161 22108567 中澤 康 一般建築物 （株）SNUG FACTORY 400 - 0043 山梨県 甲府市国母8-3-1 nakazawa□100-life.com

2162 22113719 サケミ サチコ 一般建築物 隼人鉄工建設㈱ 121 - 0075 東京都 足立区一ツ家3-22-19 

2163 22113721 中馬 義人 一般建築物 隼人鉄工建設㈱ 121 - 0075 東京都 足立区一ツ家3-22-19 

2164 22118607 今村 寛 一般建築物 株式会社ハウスセット 571 - 0037 大阪府 門真市ひえ島町25-19 
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2165 22107065 五十嵐 正樹 一般建築物 有限会社　黒澤コーポレーション 969 - 0401 福島県 岩瀬郡鏡石町岡ノ内154-2 影山ビル301 txyykdm□outlook.jp

2166 22109230 ミツハシ マサヒロ 一般建築物 株式会社日本環境調査研究所 342 - 0008 埼玉県 吉川市旭8-3 masahiro-mitsuhashi□jer.co.jp

2167 21103348 小林 八重子 一般建築物 株式会社福島工務店 306 - 0405 茨城県 猿島郡境町塚崎676 

2168 22107830 小幡 誠 一般建築物 北沢建設株式会社 241 - 0005 神奈川県 横浜市旭区白根4-30-3 

2169 22107831 宮田 耕一 一般建築物 北沢建設株式会社 241 - 0005 神奈川県 横浜市旭区白根4-30-3 

2170 22107847 成田 治之 一般建築物 北沢建設株式会社 241 - 0005 神奈川県 横浜市旭区白根4-30-3 

2171 22115985 原 千馬 一般建築物 株式会社コウワ 553 - 0001 大阪府 大阪市福島区海老江６丁目１番２２号 info□kk-kouwa.jp

2172 22111098 青山 尚平 一般建築物 株式会社アイ・エヌ・ジー 498 - 0803 三重県 桑名郡木曽岬町和泉279-1 

2173 22107091 内田 整 一般建築物 株式会社　照繁工務店 230 - 0011 神奈川県 横浜市鶴見区上末吉5-2-35 terushige1960□terushige.co.jp

2174 22113365 勅使川原 修一 一般建築物  -  神奈川県  

2175 22115993 内本 雅 一般建築物 トリプルインサイド有限会社 563 - 0041 大阪府 池田市満寿美町5-5 mother□tripleinside.com

2176 22112664 石川 祐弥 一般建築物 スマイルライフ 133 - 0042 東京都 江戸川区興宮町 10-6 smilelife.0600□gmail.com

2177 22113613 徳増 祐介 一般建築物 徳増建築リフォーム工房 石綿調査課 227 - 0061 神奈川県 横浜市青葉区桜台24-31 tokumasu-kenchiku□qf6.so-net.ne.jp

2178 22112573 徳富 政和 一般建築物 株式会社LIXIL 226 - 0027 神奈川県 横浜市緑区長津田2-21-1 リュミエール101号室

2179 22111426 原田 信邦 一般建築物 （株）日立システムズ 871 - 0112 大分県 中津市三光臼木926-5 

2180 22114157 篠崎 秀史 一般建築物 株式会社　秀翔工務店 252 - 0134 神奈川県 相模原市緑区下九沢522-2 ガレージ7 07号室

2181 22112393 森元 広和 一般建築物 ナイガイ株式会社 130 - 8528 東京都 墨田区緑 １丁目２７番８号 morimoto□naigai-co.co.jp

2182 22112021 渥美 健治 一般建築物 有限会社　渥美工業 422 - 8045 静岡県 静岡市駿河区西島290―1 spka5ww9□diary.ocn.ne.jp

2183 22112660 菱田 恒三 一般建築物 ㈲菱田工務店 菱田一級建築士事務所 230 - 0012 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉2-11-3 tsunemi□hishi-kou.co.jp

2184 21101750 池谷 芳彦 一般建築物 池谷建築 401 - 0302 山梨県 南都留郡富士河口湖町小立3848 

2185 22114112 下手 潤二 一般建築物 ㈱シモテ建設 731 - 0154 広島県 広島市安佐南区上安1-3-26-3 bxn01500□nifty.ne.jp

2186 22111859 中澤 勇人 一般建築物 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 108 - 0014 東京都 港区芝520 hayato-nakazawa□mfmc.co.jp

2187 22111065 佐藤 利裕 一般建築物 三協立山㈱タテヤマアドバンス社 103 - 0007 東京都 中央区日本橋浜町２丁目９－５ t.sato□st-grp.co.jp

2188 22110462 上村 泰教 一般建築物 株式会社正和工業 570 - 0033 大阪府 守口市大宮通2-8-23 info□seiwa-kougyo.com

2189 22112180 櫻庭 乙慶 一般建築物 株式会社テイスト 164 - 0012 東京都 中野区本町2-54-13 TAKAMIZUビル4F info□taste.bz

2190 22109452 大森 智 一般建築物 406 - 0023 山梨県 笛吹市石和町八田490-146 

2191 22201369 望月 孝倫 一戸建て等 株式会社モチケン 422 - 8005 静岡県 静岡市駿河区池田582-1 mochizuki□mochi-ken.jp

2192 22201176 高橋 由典 一戸建て等 しんせつハウス株式会社  -    

2193 22115508 圷 克仁 一般建築物  -    kakutsu1603□outlook.jp

2194 22113830 三浦 秀昭 一般建築物 大和ハウスリフォーム（株） 191 - 0041 東京都 日野市南平6-18-4 

2195 22201050 藤井 真二 一戸建て等 スカイライトチューブ静岡 424 - 0807 静岡県 静岡市清水区宮代町11-17 info□slt-shizuoka.jp

2196 22112576 松沼 竜太 一般建築物 R.GROUP 306 - 0107 茨城県 古河市東間中橋 2-3 2f r.group.no1□docomo.ne.jp
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2197 22112111 飯岡 直樹 一般建築物 300 - 3525 茨城県 結城郡八千代町沼森699-3 n-09063075031□ezweb.ne.jp

2198 22114354 横川 薫 一般建築物 横川総建 316 - 0023 茨城県 日立市東大沼町1-18-6 メゾンエスト203号室 nqay9fevthvuebrcp3n7□docomo.ne.jp

2199 22201219 橋本 亮 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 962 - 0122 福島県 須賀川市木之崎字北69-1 

2200 22114166 徳永 茂樹 一般建築物 株式会社　丸西 141 - 0021 東京都 品川区上大崎4-5-32 丸西ビル

2201 22201572 高橋 真純 一戸建て等 株式会社　Ｔａｋａ創造建築舎 959 - 2064 新潟県 阿賀野市福田200 lunatic.agano331□gmail.com

2202 22113495 佐々木 修 一般建築物 (株)間仁田建設 100 - 1511 東京都 八丈島八丈町三根1948-5 

2203 22112565 田岡 純一 一般建築物 田岡　純一 241 - 0031 神奈川県 横浜市旭区今宿西町222-2-613 ルイ・シャトレ・鶴ヶ峰

2204 22110532 仲村 尚子 一般建築物 株式会社大三 132 - 0035 東京都 江戸川区平井5-10-7 サンセイハイツ1D n.nakamura□daisun.jp

2205 22114860 渡辺 靖 一般建築物 日栄塗装工業㈱ 210 - 0846 神奈川県 川崎市川崎区小田2-7-17 nichiei-na□mqc.biglobe.ne.jp

2206 22113743 間仁田 聡 一般建築物 （株）間仁田建設 100 - 1511 東京都 八丈島八丈町三根1948-5 

2207 22112400 青山 光彦 一般建築物 青山工務店 407 - 0261 山梨県 韮崎市中田町小田川822 aoyama-co□tbz.t-com.ne.jp

2208 22112569 長畑 豊 一般建築物 長畑工務店株式会社 244 - 0803 神奈川県 横浜市戸塚区平戸町362 フラワーハイツ平戸A201

2209 22111874 長北 悠一郎 一戸建て等 株式会社中村建設 343 - 0806 埼玉県 越谷市宮本町5-151-15 

2210 22201451 タマイ マサオ 一戸建て等 大和リビング株式会社 542 - 0064 大阪府 大阪市中央区上汐2-2-18 LAZO上汐902 tamai-eh□daiwaliving.co.jp

2211 22108575 渡邊 哲哉 一般建築物 芙蓉建設株式会社 403 - 0004 山梨県 富士吉田市下吉田5-15-29 tetsu-nabe□fuyo-kensetsu.co.jp

2212 22113798 永吉 友斗 一般建築物 ダイワ技研 171 - 0021 東京都 東京都豊島区西池袋3-33-6 内山ビル1階 y.nagayoshi□dwg.co.jp

2213 22112775 大藏 正信 一般建築物 株式会社シンエイ 216 - 0002 神奈川県 川崎市宮前区東有馬2-35-48 鷺沼サイレンツ2 B-2

2214 22200941 村瀬 むつみ 一戸建て等 有限会社　村瀬建設 439 - 0009 静岡県 菊川市吉沢497-1 

2215 22201224 物井 拓樹 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 966 - 0841 福島県 喜多方市さつきが丘57-3 

2216 22201082 永田 充 一戸建て等 永田建築二級建築士事務所 418 - 0077 静岡県 富士宮市東町25-13 mti3776□yahoo.co.jp

2217 22201225 山口 伸 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 020 - 0122 岩手県 盛岡市みたけ6丁目21-43 

2218 22108628 原田 薫宣 一般建築物 有限会社　野村空調 300 - 2505 茨城県 常総市中妻町738-5 nomuraac8787□outlook.jp

2219 22106834 菅沼 三郎 一般建築物 株式会社ウイルリ－ド 102 - 0076 東京都 千代田区五番町5-5 ヒューリック五番町ビル7階 s-suganuma□willlead.co.jp

2220 22113135 松崎 康宏 一般建築物 (株)松崎土建 346 - 0111 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎327 

2221 22115860 宇佐美 衣里 一般建築物 株式会社　ﾄｩｰｽﾘｰ 422 - 8036 静岡県 静岡市駿河区敷地2丁目26-28 usami□twothree.co.jp

2222 22115994 湯浅 廣 一般建築物 株式会社フェニックス管理 542 - 0081 大阪府 大阪市中央区南船場2-1-3 PHOENIX 南船場 8Ｆ h-yuasa□fhx.jp

2223 22115813 竹田 亮介 一般建築物 アールイープランニング 990 - 0810 山形県 山形市馬見ケ崎3-22-3 ハイズホイズ ryosuke□replanning.jp

2224 22113302 袴田 昌央 一般建築物 株式会社KEISIN奈良支店 635 - 0026 奈良県 大和高田市神楽254-6 セゾンド神楽203

2225 22116867 山下 彩佳 一般建築物 蒼建設株式会社 635 - 0831 奈良県 北葛城郡広陵町馬見北3-11-3-103 yama.main□aoi-construction.jp

2226 22116226 中村 健二 一般建築物 株式会社カンサイ 591 - 8023 大阪府 堺市北区中百舌鳥町4-542-3 

2227 22112824 根本 誠一朗 一般建築物 株式会社　ＴＲＵＳＴ 964 - 0915 福島県 二本松市金色401-11 

2228 22112825 吉田 幸恵 一般建築物 株式会社　ＴＲＵＳＴ 964 - 0915 福島県 二本松市金色401-11 
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2229 22114077 内山 雅彦 一般建築物 （株）内山建装 434 - 0043 静岡県 浜松市浜北区中条 1039-3 paint□u-kenso.jp

2230 22113630 落合 徹 一般建築物 東亜ガス株式会社 433 - 8122 静岡県 浜松市中区上島 toa-ochiai□ny.tokai.or.jp

2231 22113673 佐藤 浩郁 一般建築物 セック株式会社 020 - 0757 岩手県 滝沢市大釜風林 Hirofumi_Satou□sec-i.co.jp

2232 22117320 佐藤 裕之 一般建築物 京浜管鉄工業株式会社 171 - 0031 東京都 豊島区目白2-1-1 目白NTビル6F

2233 22115969 薮谷 守 一般建築物 ヤブタニ 516 - 0006 三重県 伊勢市田尻町261-18 自宅 mamoru.yabutani56□gmail.com

2234 22115176 河合 孝晃 一般建築物 株式会社ライフカワイ 432 - 8036 静岡県 浜松市中区東伊場2-6-25 Sl_kawai□ktb.biglobe.ne.jp

2235 22115752 宮田 祐貴 一般建築物 ㈱パルコスペースシステムズ 420 - 0852 静岡県 静岡市葵区紺屋町6-7 y-miyata□parco-space.co.jp

2236 22116688 吉見 慎哉 一般建築物 新日本テック株式会社 556 - 0027 大阪府 大阪市浪速区木津川1丁目1-4 メゾンいこい608号 yoshimishinya□bifuu.co.jp

2237 22114850 盛 晃靖 一般建築物 （株）青森エコプラン 036 - 0365 青森県 黒石市長崎2丁目13番地1 aomori.ecoplan□gmail.com

2238 22117196 中 正吾 一般建築物 518 - 1408 三重県 伊賀市畑村868 やまりん株式会社

2239 22111935 久木田 一仁 一般建築物 867 - 0068 熊本県 熊本県水俣市浜松町 5-33

2240 22201228 田代 利浩 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 039 - 1501 青森県 三戸郡五戸町上市川字高田71-1 

2241 22116553 片山 晴基 一般建築物 JGC 647 - 0014 和歌山県 新宮市浮島4-29 dxfwn051□ybb.ne.jp

2242 22114849 浅石 貴樹 一般建築物 秋田北不動産企画  -    

2243 22116555 横田 貴史 一般建築物 小林建設(株) 418 - 0041 静岡県 富士宮市淀川町30-4 koba.c.c□giga.ocn.ne.jp

2244 22201220 成田 祥雄 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 034 - 0107 青森県 十和田市洞内字後野330-1 

2245 22114255 泉山 保三 一般建築物 冨弘建設株式会社 270 - 1142 千葉県 我孫子市泉17-37 tomihiro□circus.ocn.ne.jp

2246 22107442 桑原 繁 一般建築物 ＺＥＮＩＴＨ合同会社 270 - 0025 千葉県 松戸市中和倉499-2 kuwas□zenith-arc.co.jp

2247 22114730 作間 陽 一般建築物 株式会社　ネオデザイン事務所 981 - 3121 宮城県 仙台市泉区上谷刈1丁目5-8 158BLDG 2F

2248 22114511 佐藤 誠彦 一般建築物 総合企画佐藤建築㈱ 981 - 1505 宮城県 角田市角田字扇町9-16 info□sogosato.com

2249 22111617 石黒 睦 一般建築物 株式会社アイコス 160 - 0023 東京都 新宿区西新宿4-29-6 WISビル5階 at_ishiguro□i-cos.jp

2250 22113004 遠藤 直樹 一般建築物 株式会社ピースプロ 177 - 0031 東京都 練馬区三原台1-6-45 endo□peas-pro.jp

2251 22201227 清原 悟 一戸建て等 アストモスリテイリング㈱東北カンパニー仙台営業所 982 - 0014 宮城県 仙台市太白区大野田 

2252 22112383 尾関 瑛二 一般建築物 ダイキンエアテクノ株式会社 222 - 0032 神奈川県 横浜市港北区大豆戸町1031 大倉山社宅104号

2253 22112967 村岡 忠人 一般建築物 赤門ウイレックス株式会社 560 - 0054 大阪府 豊中市桜の町4-8-20 t.muraoka□a-willex.com

2254 22113407 山菅 正輝 一般建築物 山菅組 668 - 0871 兵庫県 豊岡市梶原688ｰ5 

2255 22111561 鷲山 康之 一般建築物 株式会社カインズ３６５ 367 - 0030 埼玉県 本庄市早稲田の杜１丁目２番１号 

2256 22110708 金城 忠道 一般建築物 TMG株式会社 438 - 0086 静岡県 磐田市見付１７２０－２３３ 

2257 22110709 田中 健二 一般建築物 TMG株式会社 438 - 0086 静岡県 磐田市見付１７２０－２３３ 

2258 22111763 富澤 結麻 一般建築物 株式会社地下鉄メインテナンス  -    

2259 22110710 中村 和樹 一般建築物 TMG株式会社 438 - 0086 静岡県 磐田市見付１７２０－２３３ 

2260 22110711 瀧本 茂樹 一般建築物 TMG株式会社 438 - 0086 静岡県 磐田市見付１７２０－２３３ 
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2261 22116363 上田 洋之 一般建築物 株式会社大電社  -    

2262 22111748 関 一馬 一般建築物 株式会社地下鉄メインテナンス  -    

2263 22111131 寺山 卓 一般建築物 T2建築制作設計室 880 - 2221 宮崎県 宮崎市高岡町内山2696-1 Ⅰ-103 contact□t2kenchiku.jp

2264 22201223 伊藤 大生 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 990 - 2161 山形県 山形市大字漆山1845 

2265 22106283 諏訪 宏次 一般建築物 株式会社　相新　日本環境調査センター 243 - 0017 神奈川県 厚木市栄町二丁目2番32号 suwa□soshin-kankyo.com

2266 22113235 後藤 毅 一般建築物 日興システック株式会社 130 - 0024 東京都 墨田区菊川1-7-10 Grace.k403

2267 22114545 一瀬 健司 一般建築物 株式会社Firstリフォーム 260 - 0013 千葉県 千葉市中央区中央1-6-1 マンションMOMO3階B室 firstreform□outlook.jp

2268 22300061 田中 香 一戸建て等 ミサワリフォーム中部株式会社 510 - 1251 三重県 三重郡菰野町千草3173 

2269 22117235 垰尻 龍二 一般建築物 有限会社　垰尻工務店 736 - 0083 広島県 広島市安芸区矢野東7-43-7 taojiri-koumten□nifty.com

2270 22114754 秋葉 稔 一般建築物 株式会社ホームサポート 260 - 0001 千葉県 千葉市中央区都町1-9-4 シティコスモ都

2271 22115254 白地 幸代 一般建築物 株式会社ワイ・エス・エス 731 - 5127 広島市佐伯区五日市7-14-15 yss-y.shirachi□iaa.itkeeper.ne.jp

2272 22112776 野島 直樹 一般建築物 システム・プランナー 197 - 0825 東京都 あきる野市雨間1037-4 info□system-planner.com

2273 22111691 福間 徹 一般建築物 (有)福間建築 692 - 0625 島根県 安来市広瀬町奥田原854 fukuma.211712□gmail.com

2274 22300044 前田 隆 一般建築物 株式会社ライジング 596 - 0815 大阪府 岸和田市三ケ山町117 

2275 22115500 森田 和紀 一般建築物 有限会社　志村建装 341 - 0037 埼玉県 三郷市高州1-236-1 info□shimu-ken.com

2276 22112927 中村 正寿 一般建築物 野村不動産パートナーズ株式会社 274 - 0822 千葉県 船橋市飯山満町3-1921-20 masat-nakamura□nomura-re.co.jp

2277 22114440 輿石 純也 一般建築物 株式会社　総眞設備 190 - 0002 東京都 立川市幸町3-34-3 ラ・ベレツッァフェリオ406 j.koshiishi□soumasetsubi.co.jp

2278 22114045 関 陽子 一般建築物 関陽子労働衛生コンサルタント事務所 165 - 0021 東京都 中野区丸山1-9-3 

2279 22113477 下村 正一郎 一般建築物 株式会社セブン・プルーフ 181 - 0012 東京都 三鷹市上連雀４－２－１８ s.shimomura□sevenproof.co.jp

2280 22112976 花本 敦志 一般建築物 有限会社花本工務店 733 - 0002 広島県 広島市西区楠木町4丁目4-10 athushi.43722□docomo.ne.jp

2281 22106656 小池 三男 一般建築物 株式会社住環境ジャパン 158 - 0097 東京都 世田谷区用賀2-29-24 

2282 22106662 戸村 太志 一般建築物 株式会社住環境ジャパン 158 - 0097 東京都 世田谷区用賀2-29-24 

2283 22113474 制野 丈士 一般建築物 株式会社住環境ジャパン 158 - 0097 東京都 世田谷区用賀2-29-24 

2284 22016408 東 伸一郎 一般建築物 オリックス・ファシリティーズ株式会社 214 - 0034 東京都 川崎市多摩区三田２－３－３ スターハイム生田７０５

2285 22114046 若林 竜二 一般建築物 150 - 0045 東京都 渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス r-wakabayashi□parco-space.co.jp

2286 22113747 板垣 雅也 一般建築物 大成建設株式会社 千葉県

2287 22112106 金子 紀和 一般建築物 株式会社金子建設 235 - 0035 神奈川県 横浜市磯子区田中2-1-2 kiwa□kaneko-mk.co.jp

2288 22107814 山下 哲美 一般建築物 山下哲美 273 - 0041 千葉県 船橋市旭町2-27-22 taiyoumitene□yahoo.co.jp

2289 22113748 根本 博光 一般建築物 三菱電機システムサービス株式会社  -    

2290 22115096 髙橋 亜衣 一般建築物 有限会社ユーケン 156 - 0055 世田谷区船橋１－３８－１３ u_ken□jg8.so-net.ne.jp

2291 22114915 森本 隆則 一般建築物 株式会社前川製作所　山口営業所 751 - 0806 山口県 下関市一の宮町4丁目12-20 takanori-morimoto□mayekawa.co.jp

2292 22115569 貞宗 孝文 一般建築物 有限会社アフコメンテナンス 733 - 0853 広島県 広島市西区山田新町1丁目30-24 
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2293 22115105 西 太 一般建築物 株式会社M2サービス 277 - 0044 千葉県 柏市新逆井1-37-45 nishif82□gmail.com

2294 22117333 木村 充宏 一般建築物 小浦石油株式会社  -    

2295 22115695 小林 則夫 一般建築物 株式会社若宮企画 319 - 2203 茨城県 常陸大宮市小倉1524 n.kobayashi□wakakikaku.co.jp

2296 22116258 友永 功二 一般建築物 扶桑環境株式会社 170 - 0005 東京都豊島区南大塚3-34-4

2297 22116047 石原 鉄平 一般建築物 株式会社アズ・スタット  -    

2298 22113250 神部 敏昭 一般建築物 荏原実業　株式会社 104 - 8174 東京都 中央区銀座 ７丁目１４番１号 t-kambe□ejk.co.jp

2299 22105554 坂下 明 一般建築物 坂下屋根工事店 520 - 2333 滋賀県 野洲市栄15-17 

2300 22114758 土肥 美奈 一般建築物 株式会社くにみ商事 120 - 0041 東京都 足立区千住元町39-12 mina-doi□kunimi-s.co.jp

2301 22114922 高杉 昌弘 一般建築物 株式会社　玉島塗装 713 - 8122 岡山県 倉敷市玉島中央町1-22-39 tsts□mx1.tamatele.ne.jp

2302 22116033 渡邉 昌英 一般建築物 株式会社アップルペイント 299 - 0111 千葉県 市原市姉崎1877-16 

2303 22114676 村栄 直紀 一般建築物 339 - 0051 埼玉県 さいたま市岩槻区南平野1-31-7 ラメール壱番館306 nm213mn□gmail.com

2304 22113599 ミナカミ セイチョウ 一般建築物 株式会社プロス 170 - 0005 東京都 豊島区南大塚2-45-8 ニッセイ大塚駅前ビル6階 boss□pross.co.jp

2305 22112619 仲 比呂志 一般建築物 みちのく建装 020 - 0633 岩手県 滝沢市穴口436-12 nh.michinoku□i-next.ne.jp

2306 22115101 沼澤 悠太 一般建築物 株式会社あかつき 283 - 0067 千葉県 東金市東上宿13-19 numazawa□akatsuki-paint.com

2307 22110004 関 和彦 一般建築物 179 - 0084 東京都 練馬区氷川台4-41-10 

2308 22114312 土井 泉 一般建築物 土井 730 - 0825 広島県 広島市中区光南3-8-7 doi□maruko-g.jp

2309 22105418 原 浩彰 一般建築物 株式会社第一双葉 814 - 0161 福岡県 福岡市早良区飯倉 ２－１１－１０ info□d-futaba.co.jp

2310 22105505 在郷 和司 一般建築物 株式会社第一双葉 814 - 0161 福岡県 福岡市早良区飯倉 ２－１１－１０

2311 22114970 古賀 直哉 一般建築物 株式会社三井E＆Sテクニカルリサーチ 290 - 0067 千葉県 市原市八幡海岸通1 naoya-koga□mes.co.jp

2312 22113418 出上 毅 一般建築物 有限会社出上建設 731 - 2103 広島県 山県郡北広島町新庄1052-2 degami223□khiro.jp

2313 22114689 大石 剛和 一般建築物 株式会社大建工社 420 - 0042 静岡県 静岡市葵区駒形通5-7-15 t-ohishi□daikenkousya.co.jp

2314 22114765 相澤 雅教 一般建築物 177 - 0044 東京都 練馬区上石神井 1-22-17 maho10171017□gmail.com

2315 22201203 小林 一光 一戸建て等  -    k_kobayashi□yellhouse.jp

2316 22201221 鈴木 潤 一戸建て等 アストモスリテイリング㈱東北カンパニー一関営業所 021 - 0041 岩手県 一関市赤荻 

2317 22111714 監物 照男 一般建築物 日本メックス株式会社 330 - 0845 埼玉県 さいたま市大宮区仲町2-60 仲町川鍋ビル7階 kenmotsu-teruo□meccs.co.jp

2318 22112234 諏訪園 洋 一般建築物 東鉄工業株式会社 252 - 0815 神奈川県 藤沢市石川2-20-27 サングレイス湘南台407号

2319 22115102 松倉 道曉 一般建築物 株式会社あかつき 283 - 0067 千葉県 東金市東上宿13-19 m.matsukura□akatsuki-paint.com

2320 22114821 橋本 宏次郎 一般建築物 株式会社ワイヤード 747 - 0063 山口県 防府市下右田462番地2 info□wired-visions.com

2321 22113722 髙橋 裕二 一般建築物 千代田紡織株式会社 123 - 0851 東京都 足立区梅田2-10-3 

2322 22112542 小沼 洋貴 一般建築物 株式会社Growring 338 - 0826 埼玉県 さいたま市桜区大久保領家114-3 growring□dune.ocn.ne.jp

2323 22113930 三上 義純 一般建築物 194 - 0044 東京都 町田市成瀬 8-4-31 mikami□tcstcs.jp

2324 22112779 峯田 雅章 一般建築物 旭シンクロテック株式会社 108 - 0075 東京都 港区港南2-13-34 NSS２ビル　11F
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2325 22115506 塩澤 昂 一般建築物 株式会社友菱 104 - 0041 東京都 中央区新富2-15-5-701 

2326 22113016 嶋崎 寛将 一般建築物 株式会社エコ・プラン 206 - 0802 東京都 稲城市東長沼197-1 Kビル2F shimazaki□ecology-plan.co.jp

2327 22113059 石川 仁士 一般建築物 株式会社インターアクション 537 - 0021 大阪府 大阪市東成区東中本3-18-21 ishikawa□relaybag.com

2328 22114865 小笹 浩 一般建築物 新和環境株式会社 169 - 0051 東京都 新宿区西早稲田2-21-12 

2329 22115756 吉田 幸司 一般建築物 株式会社 ＥＣＡＳＴ 590 - 0006 大阪府 堺市堺区錦綾町3-5-17 k-yoshida□ecast.co.jp

2330 22111095 早田 哲也 一般建築物 旭シンクロテック㈱ 108 - 0075 東京都 港区港南2-13-34 NSSⅡビル11階 tetsuya.soda□synchrotech.co.jp

2331 22113502 永田 正樹 一般建築物 株式会社建永工業 181 - 0004 東京都 三鷹市新川 

2332 22112880 吉野 正矩 一般建築物 サウザンドアイ 270 - 2252 千葉県 松戸市千駄堀1806-2 thousandi.yoshino□gmail.com

2333 22113075 和田 光紘 一般建築物 株式会社インターアクション 537 - 0021 大阪府 大阪市東成区東中本3-18-21 wada□relaybag.com

2334 22113742 高橋 和宏 一般建築物 TOTOアクアエンジ株式会社  -    

2335 22112377 長森 伸一郎 一般建築物 株式会社　野口建設 327 - 0843 栃木県 佐野市堀米町 nagamori-s□meru-house.co.jp

2336 22116762 冨田 貴大 一般建築物 株式会社トミック 411 - 0022 静岡県 三島市川原ケ谷230-3 tomic□alpha.ocn.ne.jp

2337 22115859 黒田 裕司 一般建築物 ジオテクノス株式会社 700 - 0063 岡山県 岡山市北区大安寺東町20-18 

2339 22112038 高谷 輝 一般建築物 株式会社　金剛組 558 - 0023 大阪府 大阪市住吉区山之内１－２－１２ 

2340 22115501 髙木 雅彦 一般建築物 121 - 0824 東京都 足立区西伊興3-18-23 

2341 22112623 橋元 学 一般建築物 幸成ハウジング株式会社 131 - 0032 東京都 墨田区東向島5-9-10 

2342 22113595 塩崎 克行 一般建築物 株式会社エスケー・プランニング 354 - 0045 埼玉県 入間郡三芳町上富1880-1 shiozaki□skplanning.tokyo

2343 22114892 田村 昌之 一般建築物 492 - 8074 愛知県 稲沢市下津下町東3-73 

2344 22115241 重田 定次 一般建築物 669 - 1516 兵庫県 三田市友が丘1-14-1 

2345 22113211 山口 大喜 一般建築物 株式会社コウエキ 335 - 0031 埼玉県 戸田市美女木6-17-7 yamaguchi□koueki-inc.co.jp

2346 22111854 山口　 祐樹 一般建築物 石友リフォームサービス株式会社  -    y-yamaguchi□ishitomo-reform.co.jp

2347 22200900 高野 哲秀 一戸建て等 株式会社日本ハーベスト  -    

2348 22116564 福手　 基由 一般建築物 ㈱羽衣組　 570 - 0021 大阪府 守口市八雲東町2丁目34-2 

2349 22114176 田中 賢太朗 一般建築物 株式会社OFFICE東京ベイ 263 - 0044 千葉県 千葉市稲毛区小中台町746-1 メイプル稲毛105

2350 22200901 大城 勝裕 一戸建て等 株式会社日本ハーベスト  -    

2351 22114540 中丸 直哉 一般建築物 三菱重工冷熱株式会社 144 - 0033 東京都 大田区東糀谷4-6-32 4階 naoya.nakamaru.57□mhi.com

2352 22115971 佐々木 均 一般建築物 均 422 - 8021 静岡県 静岡市駿河区小鹿382 

2353 22112828 横井 淳 一般建築物 株式会社サンエスリフォーム 981 - 3132 宮城県 仙台市泉区将監10-16-102 info□sss-reform.jp

2354 22113212 山口 清茂 一般建築物 株式会社コウエキ 335 - 0031 埼玉県 戸田市美女木6-17-7 koueki□river.ocn.ne.jp

2355 22113207 杉山 卓之 一般建築物 株式会社　杉山工事 171 - 0052 東京都 豊島区南長崎3-30-6 k.sugiyama584□nifty.com

2356 22112005 矢吹 栄一 一般建築物 株式会社ＱＥＳ  -    

2357 22112361 小屋畑 幸三 一般建築物 株式会社Ｋサンコウー建設 359 - 1142 埼玉県 所沢市上新井3-56-14 koyahata□k-sanko35.com
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2358 22115280 立花 孝之 一般建築物 株式会社日立コーポレーション 176 - 0022 東京都 練馬区向山4-35-21 t-tachibana□hitachi-corp.com

2359 22111403 中島 弘幸 一般建築物 中嶋設備（株） 181 - 0013 東京都 三鷹市下連雀6-2-6 ns□suido-ya.com

2360 22115342 秋田 政典 一般建築物 有限会社JUN建設 594 - 0004 大阪府 和泉市王子町2丁目１２－１３ info□junkensetu.com

2362 22116775 上田 智江 一般建築物 株式会社エコフォレスト 573 - 1153 大阪府 枚方市招提大谷2丁目1-16 

2363 22116079 平野 克巳 一般建築物 平野建設株式会社 448 - 0045 愛知県 刈谷市新富町1丁目914番地 hirano-ka□hirano-kensetsu.jp

2364 22114306 宮本 貴久生 一般建築物 WINDROAD株式会社 642 - 0034 和歌山県 海南市藤白755 info□windroad.net

2365 22112380 杉木 武史 一般建築物 積和建設埼玉栃木㈱ 337 - 0051 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮6-14-10 t-sugiki□cpr.sekisuihouse.co.jp

2366 22115432 渡瀬 久男 一般建築物 渡瀬産業株式会社 660 - 0062 兵庫県 尼崎市浜田町3丁目91番地の3 watase□alto.ocn.ne.jp

2367 22113688 菊池 賢司 一般建築物 株式会社コイヌマ 190 - 0011 東京都 立川市高松町1-17-26 

2368 22114019 伊東 照雄 一般建築物 340 - 0023 埼玉県 草加市谷塚町1617番地11 info□telco.co.jp

2369 22112536 渡辺 力也 一般建築物 株式会社ファインアーツ 134 - 0085 東京都 江戸川区南葛西4-16-3-1F rikiya_w□fine-arts-ne.jp

2372 22113813 須藤 英 一般建築物 株式会社エスホーム 272 - 0025 千葉県 市川市大和田3-4-1 s.home.sudo□gmail.com

2373 22112571 川久保 初美 一般建築物 川久保 初美 226 - 0003 神奈川県 横浜市緑区鴨居 1-13-1-609

2374 22111931 渡辺 猛 一般建築物 株式会社 八紘 731 - 0121 広島県 広島市安佐南区中須1-14-12 ha7918□juno.ocn.ne.jp

2375 22115345 中島 裕雄 一般建築物 株式会社中島工務店 552 - 0023 大阪府 大阪市港区港晴3-12-4 

2376 22116342 中村 旨孝 一般建築物 株式会社　三旨塗工 444 - 1162 愛知県 安城市小川町的場丘15番地8 フェリス的場丘202 info□miyoshi-tokou.co.jp

2377 22113698 浪江 悟志 一般建築物 ダイダン㈱　関東支店 330 - 0802 長野県 さいたま市大宮区宮町2-35 大宮MTビル8階　 namiesatoshi□daidan.co.jp

2378 22114449 畠山 和樹 一般建築物 大洋建設株式会社 101 - 0032 東京都 千代田区岩本町1-9-5 FKビル k.hatakeyama□taiyou-ke.co.jp

2379 22113974 吉田 雄紀 一般建築物 服部ライフサポート株式会社 561 - 0857 大阪府 豊中市服部寿町 2丁目17番20号 yoshida-y□hattori-ls.com

2380 22115346 中島 靖浩 一般建築物 株式会社中島工務店 552 - 0023 大阪府 大阪市港区港晴3-12-4 

2381 22113592 小沢 隆之 一般建築物 株式会社イチケン  -    

2382 22113478 松江 栄二 一般建築物 株式会社兼松建設興業 351 - 0115 埼玉県 和光市新倉4-9 

2383 22111930 山本 久嗣 一般建築物 あーとらいふ・SUN建築設計事務所 781 - 8002 高知県 高知市役知町21-2 sunsekkei□mild.ocn.ne.jp

2384 22111473 中本 竜幸 一般建築物 739 - 2628 広島県 東広島市黒瀬楢原東1-3-18 

2385 22115461 杉山 潤 一般建築物 有限会社エスライン 731 - 5103 広島県 広島市佐伯区藤の木4丁目13-22 sugiyama□slineltd.com

2386 22112625 一色 淳 一般建築物 202 - 0014 東京都 西東京市富士町4-13-25 シーリン東伏見401

2387 22112308 川口 聡 一般建築物  -    okitomosa□yahoo.co.jp

2388 22111682 武田 晃幸 一般建築物 サンライズ㈱ 656 - 2131 兵庫県 淡路市志筑1432-1 メゾンモンリーブルⅡ402

2389 22112563 平田 尚史 一般建築物 株式会社　矢澤 150 - 0001 東京都 渋谷区神宮前2-3-30 神宮前ベーシックビルB1F yazawa-hisashi□themis.ocn.ne.jp

2390 22112769 荒川 郁雄 一般建築物 （株)リバーアルミトーヨー住器 194 - 0213 東京都 町田市常盤町3562-1 rac.mandm19□tbn.t-com.ne.jp

2391 22221122 田中 侑太 一般建築物 株式会社テオリアハウスクリニック  -    yuta-tanaka□teoriagroup.com

2392 22113483 長谷川 良行 一般建築物 263 - 0044 千葉県 千葉市稲毛区小中台町 488-1-8-406 y-hasegawa□yamaoka-ista.co.jp

74 /103ページ



(一社)企業環境リスク解決機構 石綿含有建材調査者講習　修了者台帳 2022/12/26　現在

※本台帳を調査とは無関係の営利目的で使用することは固く禁じます

No. 証明書番号 名前 講習の区分 連絡先名称 住所 メール

2394 22112125 篠原 英利 一般建築物 富士木材株式会社 416 - 0943 静岡県 富士市下横割226 hide520□fujimokunoie.com

2395 22113504 中嶋 勝則 一般建築物 有限会社中建 270 - 2222 千葉県 松戸市高塚新田498-19 nakaken□alpha.ocn.ne.jp

2396 22112436 角田 忠幸 一般建築物 株式会社　偕建 730 - 0823 広島県 広島市中区吉島西2丁目2番31号 

2398 22114859 北島 彰 一般建築物 京王建設株式会社 206 - 0001 東京都 多摩市和田1845-1 京王建設株式会社　桜ヶ丘事務所 kitajima□keio-const.co.jp

2399 22115811 川原 正任 一般建築物 984 - 0048 宮城県 仙台市若林区白萩町26-3 

2400 22113238 平田 道宏 一般建築物 (株)平田建装 197 - 0013 東京都 福生市武蔵野台1-13-8 hirata-km□t-net.ne.jp

2401 22114363 鈴木 英之 一般建築物 (株)鈴木建商 270 - 0222 千葉県 野田市木間ケ瀬3671-2 info□s-kensho.com

2402 22112362 笹田 啓介 一般建築物 鹿島道路株式会社 112 - 8566 東京都 文京区後楽 １丁目７－２７

2403 22113594 山下 善明 一般建築物 334 - 0056 埼玉県 川口市峯568-1 kk-yamashita□yamashitatoso.co.jp

2404 21102579 宮下 耕吉 一般建築物 810 - 0004 福岡県 福岡市中央区渡辺通5-23-8サンライトビル 

2405 22110956 小林 誠 一般建築物 株式会社イードア 332 - 0017 埼玉県 川口市栄町3-10-3 みどりビルディング３F m.kobayashi□edoor.co.jp

2406 22116699 秋本 光一 一般建築物 737 - 2515 広島県 呉市安浦町中央北1丁目7-27 akimotokoumutenn□poem.ocn.ne.jp

2407 22112329 笹山 昇宏 一般建築物 ササヤマ建設株式会社 939 - 0341 富山県 射水市三ケ1721 sasaken_2002□yahoo.co.jp

2408 22112200 松田 稔 一般建築物 有限会社　リ・ワークスジャパン 178 - 0061 東京都 練馬区大泉学園町6ー18ー6 コンフォート大泉B101 grafty2000□gmail.com

2409 22113762 髙田 恭孝 一般建築物 株式会社グラウンド・ワークス 437 - 0064 静岡県 袋井市川井873-4 takada□g-w.co.jp

2410 22115493 宮本 崇志 一般建築物  -    

2411 22114213 中尾 学 一般建築物 (有)中尾鐵工所 623 - 0053 京都府 綾部市宮代町宮代1 nakao-k□themis.ocn.ne.jp

2412 22112866 御沓 隆一 一般建築物 株式会社みくつ商事 162 - 0822 東京都 新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン811号室 mikutsu.r□gmail.com

2413 22113616 二ノ宮 康平 一般建築物 二宮工業株式会社 101 - 0041 東京都 千代田区神田須田町2-15 クレアール神田1303

2414 22113443 河村 比呂志 一般建築物 大京電機（株） 340 - 0035 埼玉県 草加市西町70-17 

2415 22113027 恩田 将平 一般建築物 有限会社恩田工務店 341 - 0044 埼玉県 三郷市戸ケ崎4-277-4 

2416 22112991 治部田 幸久 一般建築物 231 - 0063 神奈川県 横浜市中区花咲町2-71 abchomes□titan.ocn.ne.jp

2417 22112697 守田 岳人 一般建築物 日成ビルド工業株式会社広島支店 732 - 0056 広島県 広島市東区上大須賀町1番16号 交通会館ビル３F

2418 22113978 小城 和之 一般建築物 ㈱小城六右衛門商店 739 - 0651 広島県 大竹市玖波２丁目7-3 

2419 22113126 齋藤 隆夫 一般建築物 日之出防蝕工業株式会社 115 - 0051 東京都 北区浮間４－２１－８ info□hinode-bousyoku.co.jp

2420 22116222 堀 伸行 一般建築物 堀住建株式会社 590 - 0156 大阪府 堺市南区稲葉2-1760-2 nobu5157□iris.eonet.ne.jp

2421 22111564 望月 忍 一般建築物 和気ハウスサポート株式会社 421 - 3105 静岡県 静岡市清水区由比町屋原611-1 waki_mochizuki□ny.thn.ne.jp

2422 22114268 早川 寛 一般建築物 ㈱アイネックス 243 - 0814 神奈川県 厚木市妻田南1-16-16 hayakawa□in-ex.co.jp

2423 22113259 齊藤 真一 一般建築物 ベステラ株式会社  -    s.saito□besterra.co.jp

2424 22114678 小口 哲司 一般建築物 株式会社アイビーリフォーム 243 - 0021 神奈川県 厚木市岡田4-3-34 

2425 22114844 澤井 省吾 一般建築物 大気社 980 - 0802 宮城県 仙台市青葉区二日町12-30 日本生命仙台勾当台西ビル7階

2426 22114005 八板 令州 一般建築物 株式会社アール・ワイカンパニー 273 - 0021 千葉県 船橋市海神4-1-24 company□r-y.co.jp
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2427 22110826 梶野 房己 一般建築物 梶野建設株式会社 350 - 1124 埼玉県 川越市新宿町6-11-12 

2428 22116724 早川 忠伸 一般建築物 株式会社リゾン  -    t.hayakawa□lizon.co.jp

2429 22114559 齊藤 秀士 一般建築物 リベラル株式会社 241 - 0822 神奈川県 横浜市旭区さちが丘141-4 

2430 22115112 関根 浩 一般建築物 有限会社　関根技建 333 - 0811 埼玉県 川口市戸塚3-20-32 

2431 22113114 張替 勝正 一般建築物 株式会社　張替 191 - 0062 東京都 日野市多摩平5-10-6 

2432 22104827 小林 寿幸 一般建築物 株式会社　新光重機土木 413 - 0231 静岡県 伊東市富戸1091-7 toshi□izu-shinko.co.jp

2433 22112872 田沼 修平 一般建築物 日科ミクロン株式会社 341 - 0018 埼玉県 三郷市早稲田３－８－１ 

2434 22114060 田村 直樹 一般建築物 システム・ハウジング建設株式会社 194 - 0021 東京都 町田市中町1-25-9 渋谷ﾋﾞﾙ tamura□chcsys.net

2435 22112227 宮本 和夫 一般建築物 株式会社MIZUKI 330 - 0805 埼玉県 さいたま市大宮区寿能町1-121-26-310 k-miyamoto□mizuki-17.co.jp

2436 22113954 大塚 信太郎 一般建築物 有限会社　信栄塗装 194 - 0023 東京都 町田市旭町1-23-14 info□shinei-tosou.co.jp

2437 22116400 梶原 悠 一般建築物 文化シヤッター株式会社 112 - 0002 東京都 文京区小石川1-1-1 文京ガーデンゲートタワー18F y_kajiwara□mail.bunka-s.co.jp

2438 22111932 西久保 敦 一般建築物 ㈱清和ハウス 735 - 0021 広島県 安芸郡府中町大須1-17-5 s.w.g.cha□hiroshima-seiwa.com

2439 22115492 小松 智裕 一般建築物  -    happier□matsuminoie.com

2440 22113923 宮脇 拓美 一般建築物 187 - 0035 東京都 小平市小川西町1-23-14 

2441 22114474 岡部 浩史 一般建築物 オーテック株式会社 461 - 0002 愛知県 名古屋市東区代官町 18番13号 okabe□otech.jp

2442 22114240 タンノ シンジ 一般建築物 有限会社　やない 339 - 0077 埼玉県 さいたま市岩槻区馬込1037-5 ys-homes□yanai-group.co.jp

2443 22114073 市川 健太郎 一般建築物 株式会社シンワ検査 424 - 0103 静岡県 静岡市清水区尾羽151-1 kentaro.i□shinwa-kensa.co.jp

2444 22116771 松崎 靖幸 一般建築物 株式会社晃電社 590 - 0948 大阪府 堺市堺区戎之町西2-2-10 

2445 22113934 四宮 麻衣子 一般建築物 ダイケンエンジニアリング株式会社 102 - 0084 東京都 千代田区二番町12-2 地学会館ビル4階 m-sinomiya-dke□dkg.co.jp

2446 22117332 山縣 雄太 一般建築物 松崎電設株式会社 599 - 8251 大阪府 堺市中区平井 kdsgata□gmail.com

2447 22115098 太田 慎治 一般建築物 株式会社Ｈ＆Ｍホームズ 340 - 0815 埼玉県 八潮市八潮5-8-14 レジデンス・ルージュ１０１ ohta.s□h-mhomes.com

2448 22115050 新井 一輝 一般建築物 新井工業 689 - 3423 鳥取県 米子市淀江町小波1208-5 araikougyou.arai□gmail.com

2449 22114600 阿部 真一 一般建築物 (株)フルハウス 410 - 0001 静岡県 沼津市, 足高554-2 abe.net□h6.dion.ne.jp

2450 22112516 坂田 豊 一般建築物 レイズネクスト株式会社 930 - 2236 富山県 富山市布目旭3551 sakata.yutaka□raiznext.co.jp

2451 22115390 細川 和成 一般建築物 株式会社　優 103 - 0014 東京都 中央区日本橋蛎殻町1丁目３６－９ー６１０ 

2452 22114013 高野須 一樹 一般建築物 高野須工務店 341 - 0053 埼玉県 三郷市彦倉1-34 kazuki23□craft-k.net

2453 22114009 小沢 啓 一般建築物 株式会社小沢建設工業 350 - 1122 埼玉県 川越市脇田町17-25 畑仲ビル3階 akira□ozawakensetsu.co.jp

2454 22201222 岩佐 富勝 一戸建て等 アストモスリテイリング株式会社 989 - 1225 宮城県 柴田郡大河原町広表５５－３ 

2455 22112196 山本 良春 一般建築物 （株）尾形工業  -  東京都 八王子市東浅川1064 ogata001□titan.ocn.ne.jp

2457 22114225 谷川 太朗 一般建築物 561 - 0858 大阪府 豊中市 taro_tngw□yahoo.co.jp

2458 22115042 髙橋 徹 一般建築物 頼寿IC 736 - 0034 広島県 安芸郡海田町月見町9-42 ヴィラージュ海田月見邸305号室

2459 22114957 杉浦 鋼平 一般建築物 株式会社　Re-Style 184 - 0002 東京都 小金井市梶野町5-9-30 カーサセレーナ302 restyle.ks□gmail.com
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2460 22115907 ミネ ケイスケ 一般建築物 ケイスケ 647 - 0003 和歌山県 新宮市上本町1-2-7 keisuke-mine□esc-g.co.jp

2461 22113612 大木 純 一般建築物 株式会社大木組 262 - 0018 千葉県 千葉市花見川区畑町1408 jun□ohki.name

2462 22116725 鈴木 英之 一般建築物 株式会社プロテック 306 - 0226 茨城県 古河市女沼46-3 info□e-protec.jp

2463 22112527 岸田 達也 一般建築物 341 - 0055 埼玉県 三郷市上口2-26-1 

2464 22114671 小早川 和廉 一般建築物 高城株式会社 254 - 0075 神奈川県 平塚市中原3-9-13 

2465 22114858 鈴木 直仁 一般建築物 東芝ＩＴサービス株式会社　 409 - 0502 山梨県 大月市富浜町鳥沢449-7 

2466 22112020 山下 啓規 一般建築物 丸尾興商株式会社 427 - 8691 静岡県 島田市御仮屋町8753 

2467 22112546 水谷 丈二 一般建築物 (株)ｴｲﾑｸﾘｴｲﾂ 338 - 0821 埼玉県 さいたま市桜区山久保 

2468 22111628 宮川 創 一般建築物 190 - 0011 東京都 立川市高松町2-12-14 

2469 22114666 石田 光三 一般建築物 (株)石田住宅 340 - 0822 埼玉県 八潮市大瀬1836 

2470 22114333 本庄 真 一般建築物 武田商事株式会社 252 - 1123 神奈川県 綾瀬市早川2605-30 info□takeda-shoji.co.jp

2471 22114131 佐藤 政行 一般建築物 有限会社佐藤建築工務所 997 - 0013 山形県 鶴岡市道形町45-16 s.k.koumusho□gmail.com

2472 22113924 畑山 慎太郎 一般建築物 株式会社アースリー 190 - 1214 東京都 西多摩郡瑞穂町むさし野3-1-15 hatayama□earthly-ltd.co.jp

2473 22114347 小林 雄治 一般建築物 株式会社小林設備工業 204 - 0024 東京都 清瀬市梅園3-3-37 

2474 22113823 鈴木 剛司 一般建築物  -    

2475 22113822 高橋 源二 一般建築物  -    

2476 22114422 友寄 隆利 一般建築物 株式会社とも 901 - 2222 沖縄県 宜野湾市喜友名1-11-5 tomo-co□at.au-hikari.ne.jp

2477 21102185 藤本 和也 一般建築物 株式会社　樫野　東京支店 132 - 0025 東京都 江戸川区松江7-15-3  3階 

2478 22113428 松沼 春一 一般建築物 タウンエステート株式会社 989 - 3127 宮城県 仙台市青葉区愛子東5-9-23 李香ビル２F info□townestate.co.jp

2480 22105640 仁木 政人 一般建築物 有限会社アーネストホーム 270 - 2204 千葉県 松戸市六実2-33-1 masato.n□earnesthome.co.jp

2481 22114249 矢口 宏和 一般建築物 豊岡電業株式会社 239 - 0841 神奈川県 横須賀市野比1-36-44 toyooka-yaguchi□nifty.com

2482 22116460 西久保 賢太 一般建築物 株式会社ASLABO 722 - 2102 広島県 尾道市因島重井町２６４４ー２ info□aslabo.co.jp

2483 21102621 山口 健司 一般建築物 株式会社　J・フロント建装 810 - 0004 福岡県 福岡市中央区渡辺通5-23-8 サンライトビル5階

2484 22113187 浅田 和秀 一般建築物  -    asda_kzhd□icloud.com

2485 22117022 池田 幸信 一般建築物 廣宮工業株式会社 722 - 2102 広島県 尾道市因島重井町2644-2 kougyou□hiromiya.jp

2486 22116399 氏家 敏 一般建築物 (有)ユーエスホームディレクターズ 328 - 0002 栃木県 栃木市惣社町884-1 arcujiie□ushome.jp

2487 22116098 大北 隆義 一般建築物 丸善雄松堂株式会社 559 - 0034 大阪府 大阪市住之江区南港北1-13-65 コスモプラザビル12階

2488 22115978 岡本 恵 一般建築物 営業工事部 663 - 8107 兵庫県 西宮市瓦林町1-22 光Haus+ 1F

2489 22114714 野村 雅彦 一般建築物 有限会社ハウスケア２１ 755 - 0033 山口県 宇部市琴芝町１丁目２番５０号 

2490 22113386 安藤 順悟 一般建築物 (株)安藤工務店  -    

2491 22115224 大石 佳之輔 一般建築物 大石建設株式会社 802 - 0825 福岡県 北九州市小倉南区横代葉山5-25 

2492 22114561 ヤマモト シンヤ 一般建築物 ㈱マルイホームサービス 164 - 0001 東京都 中野区中野3-34-28 shinya-yamamoto□0101.co.jp
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2493 22116783 岡田 太一 一般建築物 有限会社　朋工業 733 - 0035 広島県 広島市西区南観音4丁目3-6 

2494 22116760 有嶋 勇治 一般建築物 507 - 0008 岐阜県 多治見市希望ケ丘1-87 1-87

2495 22114931 矢野 エリカ 一般建築物 （株）鹿児島土地建物 890 - 0064 鹿児島県 鹿児島市真砂町33-20 誠ビル2F 

2496 22114122 白水 雄也 一般建築物 （有）白水建工 816 - 0921 福岡県 大野城市仲畑 yuya□shirouzu-kenko.com

2497 22114263 木野村 豊 一般建築物 大成建設ハウジング株式会社　東京支店 163 - 1019 東京都 新宿区西新宿新宿パークタワー１９階 

2498 22116352 杉野 和哉 一般建築物 東京不動産管理株式会社 503 - 0936 岐阜県 大垣市内原２－１４８－２ kazuya_sugino□etfk.co.jp

2499 22115340 林 将平 一般建築物 株式会社　柳川防水 596 - 0043 大阪府 岸和田市宮前町9-14 

2500 22115465 畝原 智弘 一般建築物 アイワ工業株式会社 880 - 2213 宮崎県 宮崎市高岡町上倉永2863番地1 

2501 22115044 清 建也 一般建築物 合資会社清友開発 887 - 0033 宮崎県 日南市大字平山25-14 tatsuya-seiyuu□btvm.ne.jp

2502 22115973 宮内 貴広 一般建築物 株式会社エムエムシー 487 - 0023 愛知県 春日井市不二ガ丘1-20 

2503 22112075 関口 侑聖 一般建築物 株式会社セキグチホームテック 165 - 0033 東京都 中野区若宮3-34-11 ler04551□nifty.com

2504 22115387 諏訪部 光央 一般建築物 有限会社スワベ塗装 400 - 0114 山梨県 甲斐市万才570-2 suwabetoso□grace.ocn.ne.jp

2505 22109807 一ノ瀬 高志 一般建築物 株式会社　トーレイ 400 - 0844 山梨県 甲府市中町5-1 ichinose□to-rei.co.jp

2506 22108870 瀬戸 浩 一般建築物 株式会社　瀬戸建設 857 - 0832 長崎県 佐世保市藤原町44-47 

2507 22116236 大賀 康広 一般建築物 株式会社　大建工務店 706 - 0011 岡山県 玉野市宇野4-11-28 yasuhiro1128□ymail.plala.or.jp

2508 22116237 大賀 正晴 一般建築物 株式会社　大建工務店 706 - 0011 岡山県 玉野市宇野4-11-28 masaharu1128□ymail.plala.or.jp

2509 22114055 齋藤 正廣 一般建築物 （株）オリエンタルホームサービス  -    saito□oriental-h-s.jp

2510 22111588 石森 信幸 一般建築物 郡山クリーンハウス　 963 - 8017 福島県 郡山市長者1-7-17 さくらビル2F clean-nobu□live.jp

2511 22111312 野島 浩 一般建築物 株式会社　野島興業 284 - 0001 千葉県 931-32四街道市大日 second_stepp□au.com

2512 20220819 吉積 正三 一般建築物 株式会社　吉積商会 805 - 0002 福岡県 北九州市八幡東区枝光 pachizou777□yahoo.co.jp

2513 22300030 島貫 康司 一般建築物 株式会社京葉住建 155 - 0032 東京都 世田谷区代沢4-44-2 デナハウス202 shimanuki2018□gmail.com

2514 22115215 西村 亮哉 一般建築物 株式会社ニシムラ 811 - 1347 福岡県 福岡市南区野多目2丁目4-9 ビューラ野多目４０１号

2515 22111445 望月 真志 一般建築物 清河 424 - 0038 静岡県 静岡市清水区西久保196-21 kiyokawa.034□gmail.com

2516 22110533 石原 昌治 一般建築物 小熊建設株式会社 157 - 0062 東京都 世田谷区南烏山4-3-15 メゾン・ド・ノヒラ301

2517 22116700 古賀 良一 一般建築物 株式会社熊谷組　中四国支店 730 - 0051 広島県 広島市中区大手町4-6-15 

2518 22114734 渡邊 拓行 一般建築物 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 320 - 0811 栃木県 宇都宮市大通り4-1-18 宇都宮大同生命ビル3階

2519 22115445 吉岡 篤 一般建築物 ㈱田原建設 637 - 0071 奈良県 五條市二見1-1-4 yoshioka_a□taharakensetsu.co.jp

2520 22114231 塘之口 守 一般建築物 ㈱駿河コーポレーション 816 - 0911 福岡県 大野城市大城４丁目９－８ １０２ info□suruga-corp.jp

2521 22112774 小川 優也 一般建築物 新菱冷熱工業（株） 244 - 0804 神奈川県 横浜市戸塚区前田町198-1-617 ヴェレーナ東戸塚Ⅱ

2522 22104752 角田 雅則 一般建築物 (株)新洋 904 - 2151 沖縄県沖縄市松本6-5-1 m-kakuta□shinyo21.co.jp

2523 22112388 今野 司郎 一般建築物 アパマン管理サービス㈱ 277 - 0023 千葉県 柏市中央2-10-5 info□apamankanri.co.jp

2524 22113990 佐藤 範夫 一般建築物 有限会社丸英　佐藤工務店 065 - 0032 北海道 札幌市東区北三十二条東7丁目3番6号 
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2525 22113245 舘野 智亮 一般建築物 アイエスリフォーム株式会社 277 - 0074 千葉県 柏市今谷上町13-10 info□isreform.com

2526 22115797 辰己 良治 一般建築物 有限会社　辰巳工務店  -    tatsumi.amamoto□gmail.com

2527 22115498 酒井 俊一郎 一般建築物 酒井　俊一郎 233 - 0006 神奈川県 横浜市港南区芹が谷2-23-11-15 

2528 22114741 平城 康行 一般建築物 株式会社テクノスタジオ 150 - 0002 東京都 渋谷区渋谷1-8-3 TOC第1ビル9階 info□technostudio.jp

2529 22112770 吉川 シンペイ 一般建築物 株式会社リバーアルミトーヨー住器 194 - 0213 東京都 町田市常盤町 3562番１

2530 22117561 那須 陽介 一般建築物 株式会社タカラ工芸 455 - 0075 愛知県 名古屋市港区正徳町6-31 

2531 22114059 金子 健 一般建築物 システム・ハウジング建設株式会社 257 - 0001 神奈川県 秦野市鶴巻北1-11-1 サマリヤマンション120号

2532 22111867 木津 健太郎 一般建築物 大成建設ハウジング株式会社  -    

2533 22201488 天前 公男 一戸建て等 セキスイファミエス近畿株式会社 651 - 2276 兵庫県 神戸市西区春日台5-27-42 

2534 22201524 仲野 文貴 一戸建て等 株式会社frontierworks 536 - 0015 大阪府 大阪市城東区新喜多 プレサンスロジェ京橋1302 nakanof□frontierworks.biz

2535 22201554 田上 順子 一戸建て等 ＪＵＮＥ建築設計室 646 - 0002 和歌山県 田辺市上万呂517-3 

2536 22118158 藤林 孝英 一般建築物 株式会社S・A・A  -    fujibayashi-supe□hb.tp1.jp

2537 22201490 西川 浩 一戸建て等 546 - 0033 大阪府 大阪市東住吉区南田辺4-1-6 

2538 22116000 松本 浩一 一般建築物 パナソニック　コネクト株式会社 現場ソリューションカンパニー西日本社 536 - 0006 大阪府 大阪市城東区野江3丁目7-6-303 

2539 22118370 時任 伸二朗 一般建築物 (株)シンコー 559 - 0013 大阪府 大阪市住之江区御崎1丁目９－１９ 

2540 22116863 藤田 倫生 一般建築物 タカラ建設株式会社 540 - 0022 大阪府 大阪市中央区糸屋町2-1-6 t-takara□wing.ocn.ne.jp

2541 22113955 佐藤 隆人 一般建築物 株式会社　RYU-SHIN 245 - 0062 神奈川県 横浜市戸塚区汲沢町292番地 satou□ryushin.co.jp

2542 22201596 森田 芳光 一戸建て等 森田工務建設株式会社 661 - 0012 兵庫県 尼崎市南塚口町3-28-14 morita□mf-morita.com

2543 22114406 髙橋 あけみ 一般建築物 有限会社三竜産業 981 - 0131 宮城県 宮城郡利府町青山四丁目42-5 mitatsusangyou□beetle.ocn.ne.jp

2544 22114975 村田 隆信 一般建築物 212 - 0012 神奈川県 川崎市幸区中幸町３－２６－１ フロール川崎中幸町６０７

2545 22113411 井上 宗猛 一般建築物 599 - 8267 大阪府 堺市中区八田寺町246-5-3 touroku□hakakune.com

2546 22114344 木津 賢司 一般建築物 (株)鈴木建商 270 - 0222 千葉県 野田市木間ヶ瀬3671-2 info□s-kensho.com

2547 22116401 岡 雅司 一般建築物 株式会社　日新工営 108 - 0075 東京都 港区港南1-6-34 

2548 22201295 横山 優 一戸建て等 トータルサポートシステムズ 921 - 8175 石川県 金沢市山科1ｰ12ｰ29 

2549 22116402 竹内 秀晴 一般建築物 ㈱サントラストコーポレーション 274 - 0815 千葉県 船橋市西習志野４－１－２－１０１ stchideharu_takeuchi□ybb.ne.jp

2550 22201313 新屋 雅也 一戸建て等 新建工業 920 - 0127 石川県 金沢市南千谷町り１３ masaya8579□outlook.jp

2551 22115441 門田 和也 一般建築物 有限会社ラフ 565 - 0853 大阪府 吹田市春日1-4-1-305 rough□oak.ocn.ne.jp

2552 21103287 塘之口 礼雄 一般建築物 ㈱駿河コーポレーション 816 - 0911 福岡県 大野城市大城４丁目９－８ 102 info□suruga-corp.jp

2553 22201474 原 直樹 一戸建て等 株式会社フィールドガレージ 153 - 0051 東京都 目黒区上目黒2-12-8 

2554 22113426 大和田 理之 一般建築物 株式会社　大和田塗装店 971 - 8187 福島県 いわき市葉山3-3-1 oowadatosouten□kmh.biglobe.ne.jp

2555 22200902 橋本 大五郎 一戸建て等 株式会社日本ハーベスト  -    

2556 22200903 江口 聡 一戸建て等 株式会社日本ハーベスト  -    
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2557 22113486 高沢 寿朗 一般建築物 成和ハウジング 266 - 0033 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南4-23-30 seiwataka8□gmail.com

2558 22116051 小坂 享雅 一般建築物 株式会社　葵 168 - 0062 東京都 杉並区方南1-23-6 tk666tk76□gmai.com

2559 22116506 安達 智 一般建築物 エーシャギー 135 - 0043 東京都 江東区塩浜1-1-18-302 fwgh2286□nifty.com

2560 22117162 薗部 俊博 一般建築物 新菱冷熱工業株式会社  -  千葉県  

2561 22114462 荒井 光徳 一般建築物 タジマ創研株式会社 105 - 0004 東京都 港区新橋5-19-2 新橋森ビル4F ts-arai□tajimasoken.com

2562 22300087 池田 明敏 一般建築物 ダブルコネクト 416 - 0921 静岡県 富士市水戸島2丁目17番36号 フランメゾン201

2563 22116624 小林 利秋 一般建築物 コバヤシI.W 124 - 0022 東京都 葛飾区奥戸1-25-15-506 ｼﾃｨｳｨﾝｽﾞ新小岩ｻｳｽｱﾍﾞﾆｭｰ kobayashi.i.w□s9.dion.ne.jp

2564 22116149 山根 高志 一般建築物 ブルエコノミーエンジニアリング（株） 275 - 0026   tyahee□gmail.com

2565 22201595 上田 陽平 一戸建て等 株式会社さくら 576 - 0016 大阪府 交野市星田2丁目25-1 info□sakura-reform.net

2566 22119000 久田 辰徳 一般建築物 有限会社杉森興業 289 - 1731 千葉県 山武郡横芝光町古川６０ go.nakamuraya□gmail.com

2568 22107338 鷹尾 政夫 一般建築物 ㈱タカソウ 432 - 8002 静岡県 浜松市中区富塚町 takao□takasou.jp

2569 22115782 尾崎 雅裕 一般建築物 株式会社尾崎土木 679 - 3411 兵庫県 朝来市澤２９番地の１ ozakidoboku1233□sasayuri-net.jp

2570 22117955 新川 貴久 一般建築物 新川設計事務所　Evoluciona el ambiente 544 - 0024 大阪府 大阪市生野区生野西1-14-3 須栄広長屋-宙-

2571 22117606 岩井 秀晃 一般建築物  -    

2572 22117721 福住 治樹 一般建築物 福住建装 578 - 0901 大阪府 東大阪市加納3-2-16 

2573 22119160 松室 美帆 一般建築物  -    matsumuro.miho□obayashi.co.jp

2574 22118716 山本 健太 一般建築物 いち和建創 579 - 8023 大阪府 東大阪市立花町1-26 ichiwa.kensou□gmail.com

2575 22118106 清水 悟志 一般建築物 林建設株式会社  -  東京都  s.shimizu□hayashi-chofu.co.jp

2576 22117832 岩下 英則 一般建築物 中道メディカル 538 - 0053 大阪府 大阪市鶴見区鶴見5-5-5 CITYSPIRE鶴見　207 sakagamitaro□gmail.com

2577 22117767 前田 博久 一般建築物 サンエービルドシステム株式会社 124 - 0006 東京都 葛飾区堀切1-8-4 san-ei□mvg.biglobe.ne.jp

2578 22116003 稲谷 英雄 一般建築物 株式会社スギモト 525 - 0026 滋賀県 草津市渋川１－１－３０ ローレルコート草津９０９号 inatani□kk-sugimoto.co.jp

2579 22112805 清水 章矢 一般建築物 株式会社ピット工務店 664 - 0895 兵庫県 伊丹市宮ノ前 t.shimizu□mmb-pit.com

2580 22117393 佐々木 泰徳 一般建築物 アースランドビレッジ 120 - 0031 東京都 足立区千住大川町44-27 uzot9658□yahoo.co.jp

2581 22201598 傳石 亮介 一戸建て等 株式会社アートリンクス 561 - 0857 大阪府 豊中市服部寿町3-8-8 

2582 22116886 髙間 昭吉 一般建築物  -    

2583 22117108 石野 拓志 一般建築物 株式会社アートリンクス 561 - 0857 大阪府 豊中市服部寿町3-8-8 

2584 22111512 鈴木 新一 一般建築物 343 - 0102 埼玉県 北葛飾郡松伏町築比地1086 suzuki-architect□xqb.biglobe.ne.jp

2585 22117883 荻津 伸輔 一般建築物 312 - 0063 茨城県 ひたちなか市田彦1016-20 フォレストヴィラA102

2586 22114996 小林 純也 一般建築物 有限会社リフレ 224 - 0024 神奈川県 横浜市都筑区東山田町1582-41 info□refre-v.jp

2587 22116288 尾崎 英夫 一般建築物 258 - 0021 神奈川県 足柄上郡開成町吉田島947-28 

2588 22111807 松本 好弘 一般建築物 有限会社　友結建築事務所 780 - 8039 高知県 高知市東石立町 106-1　吉岡ビル　201

2589 22119158 中川 勝行 一般建築物 株式会社テック・ナカガワ 547 - 0002 大阪府 大阪市平野区加美東5-1-15 
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2590 22116961 秋山 智 一般建築物 343 - 0827 埼玉県 越谷市川柳町4-133-40 

2591 22115034 北岡 博樹 一般建築物 669 - 4133 兵庫県 丹波市春日町平松984-17 

2592 22107303 山口 大輔 一般建築物 株式会社リッチテック 340 - 0133 埼玉県 幸手市惣新田2162-2 yamaguchi□richtech.co.jp

2593 22107304 竹内 力也 一般建築物 株式会社リッチテック 340 - 0133 埼玉県 幸手市惣新田2162-2 yamaguchi□richtech.co.jp

2594 22107305 小出 明宏 一般建築物 株式会社リッチテック 340 - 0133 埼玉県 幸手市惣新田2162-2 yamaguchi□richtech.co.jp

2595 22116029 廣瀬 康人 一般建築物 スター総合建設(株) 930 - 0082 富山県 富山市桜木町1-11 Y_hirose□starsogo.co.jp

2596 22112608 山下 佳毅 一般建築物 ㈱山下工務店 755 - 0801 山口県 宇部市上条一丁目8-10 宇部市 yamashita□yamashita-komuten.com

2597 22113943 鎌田 和統 一般建築物 ㈱シビルエンジニアリングガーデン  -    kakakaka_854□yahoo.co.jp

2598 22116041 伊藤 敏明 一般建築物 （株）東急Re・デザイン 114 - 0023 東京都 北区滝野川 1-9-4 toshiaki-ito□tokyu-rd.jp

2599 22117506 坂上 誠 一般建築物 株式会社ネクスコ東日本エリアサポート

2600 22117827 政岡 大輔 一般建築物 有限会社政岡建築 583 - 0033 大阪府 藤井寺市小山5-14-33 masaokadaisuke□gmail.com

2601 22114777 村榮 伸夫 一般建築物 大成建設ハウジング株式会社 173 - 0037 東京都 板橋区小茂根2-16-14 caddis.cdc.ff□jcom.home.ne.jp

2602 22116085 澤﨑 友哉 一般建築物 沢崎工務店 612 - 8077 京都府 京都市伏見区北尼崎町489-12 

2603 22021226 青木 則夫 一般建築物 青木板金店 198 - 0172 東京都 青梅市沢井2\x{2212}912 

2604 22118494 樋田 繁男 一般建築物 株式会社HIDA開発 581 - 0836 大阪府 八尾市長池町2-83-30 ヴィラロイヤルシティ1-203 hidakaihatsu□gmail.com

2605 22117677 福井 雅和 一般建築物 株式会社MGファシリティーズ 141 - 0022 東京都 品川区東五反田２－２－１６ 富久屋ニッカ共同ビル4階 m.fukui□mgfa.co.jp

2606 22118665 石井　 孝志 一般建築物 株式会社　アサヒ建工 131 - 0046 東京都 墨田区京島1-30-10 

2607 22111848 西田 栄造 一般建築物 192 - 0154 東京都 八王子市下恩方町805-23 comfortable.co.ltd□gmai.com

2608 22117403 森 昭一 一般建築物 183 - 0053 東京都 府中市天神町3-3

2609 22115194 谷本 剛嗣 一般建築物 ツヨシ 550 - 0025 大阪府 大阪市西区九条南4-30-16 谷本建設株式会社 tanimoto□taniken2.co.jp

2610 22117222 末次 英哉 一般建築物 株式会社トータル環境システム 547 - 0102 大阪府 大阪市平野区長吉六反3-16-22 hsuetsugu□tesys.co.jp

2611 22114473 古山 宏介 一般建築物 461 - 0002 愛知県 名古屋市東区代官町18番13号 

2612 22115563 笠井 誠志 一般建築物 株式会社K-Guard  -    

2613 22115564 笠井 浩志 一般建築物 株式会社K-Guard  -    

2614 22117447 本橋 行輝 一般建築物 株式会社　一条メンテナンス  -  静岡県  

2615 22116353 伊藤 裕之 一般建築物 株式会社健康快適住宅工房 437 - 0061 静岡県 袋井市久能1808 kenkou-kaiteki□zm.commufa.jp

2616 22118361 坂井 秀徳 一般建築物 コジマヤ興業株式会社 437 - 0016 静岡県 袋井市葵町2-1-2 

2617 22115649 三井 伸介 一般建築物 株式会社創建 437 - 0040 静岡県 袋井市愛野南２丁目９－７ レオパレス槇２０１号室

2619 22117406 小池 悠介 一般建築物  -    

2620 22110433 今村 巖 一般建築物 (株）三保サービス 424 - 0901 静岡県 静岡市清水区三保3490-1 miho-service.53□juno.ocn.ne.jp

2621 22110434 今村 忍 一般建築物 (株）三保サービス 424 - 0901 静岡県 静岡市清水区三保3490-1 miho-service.53□juno.ocn.ne.jp

2622 21101143 渡邊 俊介 一般建築物 イーストゲート株式会社 234 - 0054 神奈川県 横浜市港南区港南台5-5-1 福島SC2階F s.watanabe□east-gate.co.jp
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2623 22119007 成嶋 啓修 一般建築物 創英建興株式会社 278 - 0004 千葉県 野田市横内66-33 h.narushima□soeikenkou.com

2624 22114426 飯野 利男 一般建築物 329 - 4422 栃木県 栃木市大平町榎本944 

2625 22109868 安田 幸博 一般建築物 579 - 8036 大阪府 東大阪市鷹殿町25-8 

2627 22106586 安藤 修 一般建築物 HOPE建築設計事務所 353 - 0001 埼玉県 志木市上宗岡4-25-18 

2628 22105623 勝又 大蔵 一般建築物 株式会社FLAT 193 - 0826 東京都 八王子市元八王子町2-3359-30 katsumata□flat2020.tokyo

2629 22109484 髙杉 智也 一般建築物 株式会社FLAT 193 - 0944 東京都 八王子市館町1678-16 takasugi□flat2020.tokyo

2630 22119375 吉川 治郎 一般建築物 株式会社トゥースリー西部営業所 431 - 3105 静岡県 浜松市東区笠井新田町１０９７－２ seibu□twothree.co.jp

2631 22117409 大見 誓司 一般建築物 アネス株式会社 125 - 0054 東京都 葛飾区高砂2-36-3 ヨコヤママンション303号室 seiji.ohmi□anes-corp.jp

2632 22108738 玉置 昭 一般建築物 置昭 570 - 0009 大阪府 守口市大庭町1-6-12 

2633 22116045 鈴木 康史 一般建築物 スズコウアールディ株式会社 321 - 0911 栃木県 宇都宮市問屋町3426番地46 

2635 22116689 谷 一也 一般建築物 （株）リキれん 553 - 0007 大阪府 大阪市福島区大開2-11-16 

2636 22201259 齋藤 要 一戸建て等 齋藤一級建築士設計事務所 379 - 2222 群馬県 伊勢崎市田部井町2-595-2 artx.kaname□nifty.ne.jp

2637 22117781 山﨑 俊之 一般建築物 株式会社オカバ 333 - 0811 埼玉県 川口市戸塚4-16-25-503 ライオンズヒルズ川口戸塚 yamazaki□okaba.co.jp

2638 22119382 中村 利明 一般建築物  -  兵庫県  

2639 22117877 吉中 裕紀 一般建築物 株式会社JM　札幌サービスセンター 060 - 0062 北海道 札幌市中央区南二条西9丁目1-2 サンケン札幌ビル8階

2640 22117745 佐藤 佑太 一般建築物 ㈱増建 073 - 0103 北海道 砂川市空知太東三条六丁目427番地47 

2641 22116632 北島 京子 一般建築物 株式会社　吉田工務店 331 - 0052 埼玉県 さいたま市西区三橋6-152-10 kitajima□yoshida-kohmuten.co.jp

2642 22114636 藏谷 浩司 一般建築物 ㈱誠和工業 003 - 0822 北海道 札幌市白石区菊水元町2条３丁目3-21 kuraya□seiwa-k.biz

2643 22114838 山崎 聡 一般建築物 株式会社北斗建設 093 - 0042 北海道 網走市潮見58-16 yamazaki□hokutonet.co.jp

2644 22110819 松浦 隆明 一般建築物 株式会社　西佑 359 - 0021 埼玉県 所沢市東所沢1-27-7 matsuura□seiyuu-co.net

2645 22117724 加留 克幸 一般建築物 建築工房　築 599 - 8241 大阪府 堺市中区福田1227-27 katsuyuki.karu□gmail.com

2646 22117746 五十嵐 敬明 一般建築物 （株）増建 073 - 0165 北海道 砂川市西五条北4丁目1-15-21 ロイヤルステージ　201号室

2647 22118008 服部 裕也 一般建築物 344 - 0041 埼玉県 春日部市増富 133-6 o6tc057□softbank.ne.jp

2648 22114582 酒井 佳幸 一般建築物 株式会社　M'z  (エムズ) 354 - 0041 埼玉県 入間郡三芳町藤久保6246 mz.y.sakai□gmail.com

2649 22115685 濵 貴司 一般建築物 東洋電気株式会社 084 - 0913 北海道 釧路市星が浦南3-4-5 t-hama□kushiro-toyodenki.com

2650 21102112 衛藤 雅一 一般建築物 有限会社衛藤興業 491 - 0002 愛知県 一宮市時之島29-3 eto□eto-kogyo.com

2651 21102086 棚村 智之 一般建築物 有限会社衛藤興業 491 - 0002 愛知県 一宮市時之島29-3 tanamura□eto-kogyo.com

2652 21102084 渡辺 泰一 一般建築物 有限会社衛藤興業 491 - 0002 愛知県 一宮市時之島29-3 yasukazu□eto-kogyo.com

2653 22118613 高野　 翔有 一般建築物 エスケー化研株式会社 731 - 5161 広島県 広島市佐伯区五日市港2丁目1-5 s.takano□sk-kaken.jp

2654 22110889 千野 由巳 一般建築物 株式会社トラストリフォーム 005 - 0006 北海道 札幌市南区澄川六条12丁目5-12 chino□trust-sinrai.com

2655 22116974 荒川 智 一般建築物 株式会社カレント 123 - 0864 東京都 足立区鹿浜 

2656 22118522 有井 浩 一般建築物 745 - 0816 山口県 周南市遠石 2-2-40-204
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2657 22118729 川合 修三 一般建築物 メイト合同会社 739 - 1741 広島県 広島市安佐北区真亀5-12-28 sktoko19620718□gmail.com

2658 22118439 森川 栄次 一般建築物 207 - 0022 東京都 東大和市桜が丘 info□egoah-ltd.com

2659 22118563 木村 征治 一般建築物 大和ライフネクスト株式会社 134 - 0091 東京都 江戸川区船堀1-1-3 s-c9kimura□dln.jp

2660 22118440 佐藤 忍 一般建築物 039 - 0122 青森県 三戸郡三戸町斗内字森ノ脇62-2 

2661 22104523 サトウ トミノブ 一般建築物 佐富工業株式会社 170 - 0011 東京都 豊島区池袋本町 satomi-128□outlook.jp

2662 22114919 古谷 雄一 一般建築物 古谷板金工作所 755 - 0053 山口県 宇部市西中町6-13 yu_vette□icloud.com

2663 22119011 五反地 清光 一般建築物 株式会社　五反地建築設計事務所 135 - 0016 東京都 江東区東陽７－１－１４ 丸豊ビル　２階 mail□gotanji.com

2664 22116818 米平 匡利 一般建築物 株式会社ＴＧＲ東京 143 - 0003 東京都 大田区京浜島 2-18-10 yonehira□tgr.co.jp

2665 22118701 青木 一男 一般建築物 株式会社青木工務店 739 - 0323 広島県 広島市安芸区中野東2-45-26 info□koumuten-aoki.com

2666 22118498 池田 貴史 一般建築物 i-CREW株式会社 630 - 8044 奈良県 奈良市六条西6-8-3 ikeda□icrew.jp

2667 22117859 柳楽 龍彦 一般建築物 株式会社青木工務店 739 - 0323 広島県 広島市安芸区中野東2-45-26 info□koumuten-aoki.com

2668 22116971 中塚 敬士 一般建築物 株式会社中興インテリア 534 - 0013 大阪府 大阪市都島区内代町1-11-20 

2669 22115612 菊地 貴之 一般建築物 (株)ＫＮＨメンテナンス  -    knh□knhmennte.com

2670 22119275 亀山 竜裕 一般建築物 亀山技建株式会社 277 - 0945 千葉県 柏市しいの木台4-7-10 contact□demolition-work.biz

2671 22118332 山田 徹 一般建築物 冨永重機　株式会社 144 - 0054 東京都 大田区新蒲田２丁目７－４ サンヴェール冨永　１０１

2672 22081287 下村 卓 一般建築物 幡多建設 788 - 0784 高知県 宿毛市山奈町山田1484-1 hatacons.info□gmail.com

2673 22118612 市川 光法 一般建築物 高山石油ガス株式会社 743 - 0021 山口県 光市浅江5-14-18 

2674 22118730 道垣内 雅斗 一般建築物 株式会社ドーゴーチ 734 - 0034 広島県 広島市南区丹那町47-12 

2675 22113104 加志村 太郎 一般建築物 富士通ホーム＆オフィスサービス㈱  -    

2676 22117378 宮下 和也 一般建築物 帯広市上下水道部水道課 080 - 0832 北海道 帯広市稲田町東2線８ 稲田浄水場

2677 22116245 前野 延康 一般建築物 建成ホーム㈱ 059 - 0028 北海道 登別市富岸町 maeno□kenseihome.co.jp

2678 22117860 横山 誠 一般建築物 株式会社青木工務店 739 - 0323 広島県 広島市安芸区中野東2-45-26 info□koumuten-aoki.com

2679 22119629 土橋 健 一般建築物 創建ホームズ株式会社  -  東京都 杉並区荻窪２－３２－８ k.tsuchihashi□sohken-homes.co.jp

2680 22117608 田中 秀一郎 一般建築物 株式会社　テシオ 892 - 0872 鹿児島県 鹿児島市大明丘3丁目32-5 tanaka□teshio.co.jp

2681 22110911 小出 敏夫 一般建築物 株式会社ケーズブレインズ 186 - 0011 東京都 国立市谷保6049 t.koide□ks-brains.co.jp

2682 22114809 杉山 健二 一般建築物 五輪設備株式会社 713 - 8123 岡山県 倉敷市玉島柏島 5638-5

2683 22115746 原田 芳一 一般建築物 株式会社リペイント湘南 252 - 0804 神奈川県 藤沢市湘南台3-5-18 info□repaint.jp

2684 22114589 松澤 正博 一般建築物 センチュリー21 NEXT STYLE 400 - 0041 山梨県 甲府市上石田3-7-5 info□c21-nextstyle.co.jp

2685 22116293 工藤 里司 一般建築物 株式会社 福光組 939 - 1373 富山県 砺波市一番町3-7 ﾌﾟﾗﾈｯﾄ一番町103号室 kudou□fukumitsugumi.jp

2686 22116940 高嶋 恵美 一般建築物 株式会社　和田鉄工建設 933 - 0803 富山県 高岡市出来田14 

2687 22116939 米 鵬 一般建築物 株式会社　和田鉄工建設 933 - 0803 富山県 高岡市出来田14 

2688 22118890 越後 茂人 一般建築物 （有）小川塗装 939 - 2364 富山県 富山市八尾町水谷 2044-8
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2689 22114516 大嶋 邦義 一般建築物 中越ロジスティクス㈱ 933 - 0113 富山県 高岡市伏木 1-1-2 

2690 22116248 眞嶋 敦士 一般建築物 株式会社マイホーム 079 - 8413 北海道 旭川市永山３条９丁目１－３７ myhome.motidate□gmail.com

2691 22116249 持立 愛佳 一般建築物 株式会社マイホーム 079 - 8413 北海道 旭川市永山３条９丁目１－３７ myhome.motidate□gmail.com

2692 22115275 大塚 嘉夫 一般建築物 株式会社 浦安設備管工 279 - 0043 千葉県 浦安市富士見 ust□urasetsu.com

2693 22115132 落合 力也 一般建築物 有限会社落合工務店 243 - 0201 神奈川県 厚木市上荻野１３１１－３ 

2694 22119672 篠原 英美 一般建築物 篠原塗装店 552 - 0012 大阪府 大阪市港区市岡４丁目３番１１号 shinohara-tosouten□green.ocn.ne.jp

2695 22114293 大野 和志 一般建築物 株式会社和工業 458 - 0922 愛知県 名古屋市緑区桶狭間切戸519-1 kaitaiya-nagomi□outlook.jp

2696 22118721 佐々木 徹 一般建築物 株式会社KTS 604 - 0835 京都府 京都市中京区高宮町206 御池ビル2-D toru-sasaki□kts21.info

2697 22117441 小宅 知行 一般建築物 株式会社オーアンドケー 458 - 0009 愛知県 名古屋市緑区平手南1-117 koyake□oandk.ne.jp

2698 22117806 江刺 政貴 一般建築物 186 - 0011 東京都 国立市谷保7165-1 レオネキストパサージュ１－１０３ esashimasaki□gmail.com

2699 22117657 中林 幸治 一般建築物 590 - 0406 大阪府 泉南郡熊取町大久保東2-6-17 

2700 22116917 高崎 慎也 一般建築物 住友不動産㈱ 920 - 3131 石川県 金沢市百坂町ハ7番地6 

2701 22114275 山手 大地 一般建築物 株式会社リビングサプライ 190 - 0002 東京都 立川市幸町5-11-3 d-yamate□livingsupply.co.jp

2702 22108488 山田 忠信 一般建築物 小堀建匠株式会社 939 - 0637 富山県 下新川郡入善町新屋30 kobori_kensyou_kabu□ybb.ne.jp

2703 22113907 福島 次郎 一般建築物 114 - 0003 東京都 北区豊島 

2704 22117788 矢口 俊 一般建築物 株式会社　矢口建設 273 - 0126 千葉県 鎌ケ谷市北初富３－８ 

2705 22115316 渡辺 光治 一般建築物 株式会社　ヨコレイ 246 - 0037 神奈川県 横浜市瀬谷区橋戸2-1-7 

2708 22115547 山口 智也 一般建築物 株式会社TSR 467 - 0055 愛知県 名古屋市瑞穂区中根町2-13 tsr.yamaguchi.8080□gmail.com

2709 22117050 粟田 哲司 一般建築物 大工粟田　 930 - 0246 富山県 中新川郡立山町鋳物師沢 

2710 22111547 原田 隆之 一般建築物 株式会社エスケークリード 101 - 0032 東京都 千代田区岩本町3-8-16 NMF神田岩本町ビル　5階

2711 22117686 廣田 徹 一般建築物 株式会社エイチテクニカ 289 - 1303 千葉県 山武市松ヶ谷ロ2718 

2712 22119171 柴田 了拓 一般建築物 株式会社　友栄  -  広島県 広島市安芸区畑賀二丁目6-3-102 

2713 22114202 吉田 勝 一般建築物 株式会社カインドリフォーム 235 - 0023 神奈川県 横浜市磯子区森4\x{2013}15-9 マンション上大岡台201 beatles0119□softbank.ne.jp

2714 22115951 春山 智紀 一般建築物 336 - 0931 埼玉県 さいたま市緑区原山1-6-15 06404haruyama-dg□polus.co.jp

2715 22119598 式見 洋介 一般建築物 株式会社　住 CRAFT 819 - 0052 福岡県 福岡市西区下山門4-8-30 サーパス下山門駅前608 jc19□384.jp

2716 22110753 右田 准也 一般建築物 （株）逢縁 676 - 0082 兵庫県 高砂市曽根町1012 migita□kkaen.co

2717 22116242 武本 秀 一般建築物 日本ガス住設株式会社 890 - 0047 鹿児島県 鹿児島市常盤2-16-7 takemoto□ngju.co.jp

2718 22116894 松嶋 謙 一般建築物 有限会社 松嶋設計 818 - 0117 福岡県 太宰府市宰府1-14-25 mplan.km.2643□gmail.com

2719 20119631 手嶋 俊輔 一般建築物 株式会社アクシスアーキテクト 192 - 0041 東京都 八王子市中野上町1-10-4-103 nxxjn811□gmail.com

2720 22117306 伊東 智一 一般建築物  -    

2721 22117530 本田 圭一郎 一般建築物 斎藤工業株式会社 222 - 0036 神奈川県 横浜市港北区小机町 277-12 k-honda□saitokogyo.co.jp

2722 22117867 城代 隆行 一般建築物 株式会社　豊原商店 750 - 1134 山口県 下関市小月京泊1-29 jojo005729□gmail.com
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2723 22117644 杉山 友彦 一般建築物 中部合成株式会社 410 - 0007 静岡県 沼津市西沢田1402-17 t-sugiyama□tyuubugousei.com

2724 22117567 海野 泰典 一般建築物 不二化成品株式会社 424 - 0061 静岡県 静岡市清水区大内263 yasunori.unno□fujikaseihin.co.jp

2725 22116113 田篭 道子 一般建築物 株式会社テイキング・ワン 838 - 0062 福岡県 朝倉市堤1549-11 m-tagomori□taking-one.com

2726 22116207 望月 剛 一般建築物 環境フロンティア株式会社 424 - 3101 静岡県 静岡市清水区宍原628-7 info□kankyo-f.com

2727 22118482 秋山 大輔 一般建築物 株式会社アキヤマ 424 - 0886 静岡県 静岡市清水区草薙1-14-13 daisuke□akiyamakensetsu.co.jp

2728 22114602 萩尾 聡子 一般建築物 有限会社　青木工務店 411 - 0832 静岡県 三島市南二日町1-28 info□aoki-homedoctor.co.jp

2729 22118626 栗秋 雅彦 一般建築物 たしろ住宅産業株式会社 822 - 0032 福岡県 直方市下新入633番地の3 

2730 22115651 松井 勇祈 一般建築物 松清板金 434 - 0004 静岡県 浜松市浜北区宮口597 

2731 22117053 今村 浩一 一般建築物 今村建設産業㈱ 929 - 0345 石川県 河北郡津幡町太田 は２番地2 imaken□p2222.nsk.ne.jp

2732 22118737 大熊　 慶子 一般建築物 株式会社　大慶ビルド 814 - 0171 福岡県 福岡市早良区野芥6-51-35 okbuild□jcom.home.ne.jp

2733 22111902 清水 太貴 一般建築物 環境フロンティア株式会社  -  静岡県  

2734 22117445 小沼 貴靖 一般建築物  -    konuma□kankyo-f.com

2735 22114829 猿渡 紳雄 一般建築物 株式会社　大吉不動産 836 - 0805 福岡県 大牟田市通町2丁目18番地3 diki□mx21.tiki.ne.jp

2736 22116464 盛影 誠司 一般建築物 盛影塗装株式会社 723 - 0017 広島県 三原市港町 3-3-8 morikage□mx4.tiki.ne.jp

2737 22117642 齊藤 淳 一般建築物 （合)サン建築プロダクツ 一級建築士事務所 426 - 0077 静岡県 藤枝市駿河台２丁目３－１７ 

2738 22119439 松尾 大輝 一般建築物 有限会社　松尾 714 - 0013 岡山県 笠岡市大井南59-8 

2739 22120165 吉田 寛 一般建築物 株式会社昌栄 377 - 0006 群馬県 渋川市行幸田3220-4 yoshida□syoueigc.com

2740 22120006 長町 俊徳 一般建築物 株式会社リモデルハウス  -    

2741 22120295 平田 裕信 一般建築物  -    

2742 22119459 森 篤史 一般建築物 株式会社ティーエス・ハマモト  -    mori□ts-h.co.jp

2743 22119206 土師 克之 一般建築物 小宮創建エンジニアリング株式会社  -    

2744 22116937 三瓶 正信 一般建築物 三瓶設備 969 - 1205 福島県 本宮市和田字戸ノ内78 

2745 22119435 井手 備方 一般建築物 株式会社JAPAN IDEAL 731 - 4229 広島県 安芸郡熊野町平谷1-17-27 japan-ideal□outlook.jp

2746 22119436 坂井 亮 一般建築物 株式会社 JAPAN  IDEAL 731 - 4229 広島県 安芸郡熊野町平谷2-20-16 ma1977□ezweb.ne.jp

2747 22116315 天内 康司 一般建築物 丸喜株式会社齋藤組  -    amanai□marukisaito.com

2748 22111414 萩原 栄 一般建築物 萩原一級建築士事務所 369 - 1241 埼玉県 深谷市武蔵野695 

2749 22116478 菊地 久夫 一般建築物 有限会社　菊地工務店 991 - 0006 山形県 寒河江市字上河原４３番地の1 kiku-homes21□taupe.plala.or.jp

2750 22120289 工藤 博貴 一般建築物 株式会社工建工業 980 - 0867 宮城県仙台市青葉区川内亀岡北裏丁14番地1階 kudo□kokenkogyo.com

2751 22117994 奥田 建司 一般建築物 美彩創建 989 - 6136 宮城県 大崎市古川穂波1丁目9-1 ken19741110□gmail.com

2752 22118450 渡邉 等 一般建築物 株式会社アーバンヤマイチ  -    watanabe□urbanyamaichi.co.jp

2753 22118061 金本 博至 一般建築物 協栄興産株式会社 562 - 0011 大阪府 箕面市如意谷如意谷1-7-37 

2754 22119464 宮平 和浩 一般建築物 有限会社宮平塗装店 683 - 0832 鳥取県 米子市立町３丁目107 miyatoso□vega.ocn.ne.jp
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2755 22119291 鈴木 明斗 一般建築物 (有)奏匠 132 - 0021 東京都 江戸川区中央2-14-10 

2756 22118993 木村 衛 一般建築物 木村工務店 988 - 0142 宮城県 気仙沼市松崎丸森5ー8 

2757 22119722 上岡 福一 一般建築物 ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 567 - 0851 大阪府 茨木市真砂3丁目4-28-102 エレガンツァカーサ102

2758 22119466 木原 全弥 一般建築物 株式会社ゼンヤ 730 - 0825 広島県 広島市中区光南2-23-2 info□kk-zenya.co.jp

2759 22119457 村井 祐介 一般建築物 村井塗装株式会社 720 - 0822 広島県 福山市川口町3-24-6 muraitosou□vesta.ocn.ne.jp

2760 22118948 藤井 智博 一般建築物 高山石油ガス株式会社 743 - 0021 山口県 光市浅江5丁目14-18 

2761 22110283 張 旭 一般建築物 株式会社　旭 410 - 0307 静岡県 沼津市青野550-1 asahi25426□yahoo.com

2762 22119335 小坂 祐樹 一般建築物 ㈱タイセイホーム 698 - 0026 島根県 益田市あけぼの本町3-21 taisei-home□snow.ocn.ne.jp

2763 22120236 宗岡 良浩 一般建築物 株式会社宗建 573 - 0102 大阪府 枚方市長尾家具町2-12-19 info□syuken-sk.jp

2764 22120287 河野 堅太 一般建築物 河野建設株式会社 028 - 0305 岩手県 遠野市宮守町達曽部30地割16番地 kaky_3089□yahoo.co.jp

2765 22119467 杉本 翔太 一般建築物 株式会社ゼンヤ 730 - 0825 広島県 広島市中区光南2-23-2 

2766 22119468 穐田 篤宏 一般建築物 株式会社ゼンヤ 730 - 0825 広島県 広島市中区光南2-23-2 

2767 22116378 林 良治 一般建築物 株式会社三次クミアイ燃料 728 - 0025 広島県 三次市粟屋町2512－6 

2768 22119430 木村 彰仁 一般建築物  -    a-kimura□alto.ocn.ne.jp

2769 22119204 増子 安博 一般建築物 ＡＯＫＩ株式会社 116 - 0011 東京都 荒川区西尾久7-11-10 y-masuko□aoki-gp.co.jp

2770 22119336 澤井 信綱 一般建築物 株式会社　信心 739 - 0132 広島県 東広島市八本松町正力 130-128 sawai.n□nobsin.co.jp

2771 22119714 佐藤 寛 一般建築物 981 - 1105 宮城県 仙台市太白区西中田3-2-7 コンバウス西中田204

2772 22112877 出口 篤 一般建築物 株式会社道新興業 131 - 0033 東京都 墨田区向島5-25-7 リバーサイド梅はら102 kdoushin□gmail.com

2773 22115056 森 雅紀 一般建築物 森工業株式会社 418 - 0006 静岡県富士宮市外神971 mori□morikogyo.com

2774 22109377 横山 博一 一般建築物 株式会社ティ・エフ・シー 492 - 8208 愛知県 稲沢市松下1丁目2番1号 国府宮ビルディング3F

2775 22116426 黒川 孝 一般建築物 湘南技術・安全コンサルタントオフィス 253 - 0021 神奈川県 茅ヶ崎市浜竹1-13-38 

2776 22115854 千野 隆行 一般建築物 三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社 220 - 0012 神奈川県 横浜市西区みなとみらい三丁目3番地1号 三菱重工横浜ビル12階

2777 22119032 猪狩 大輔 一般建築物 株式会社猪狩工務店 362 - 0806 埼玉県 北足立郡伊奈町小室2268-145 info□igarikoumuten.co.jp

2778 22119954 佐藤 優 一般建築物 株式会社環境管理センター 338 - 0003 埼玉県 さいたま市中央区本町東3-15-12 ssatou□kankyo-kanri.co.jp

2779 22300082 荒川 沙哉花 一般建築物 エスエヌワン 410 - 0312 静岡県 沼津市原1154-2 やすらぎコスモポリタン sayaka610911□icloud.com

2780 22119344 タカギ ユウジ 一般建築物 三機工業株式会社 215 - 0035 神奈川県 川崎市麻生区黒川681-1-203 ガーデンシティ若葉台 yuujyuu2001□icloud.com

2781 22112395 菊地 祐輔 一般建築物 明星工業株式会社 222 - 0033 神奈川県 横浜市港北区新横浜1-14-4 ブリシア新横浜501号 Kikuchi.Yuusuke□meisei-kogyo.co.jp

2782 21101826 中村 亮太郎 一般建築物 株式会社タニガワ産業  -    nakamura□tanigawasangyou.co.jp

2783 22300105 田原 龍彦 一般建築物 有限会社コスモ住研 830 - 0047 福岡県 久留米市津福本町 cosmo-j□kumin.ne.jp

2784 22118478 杉浦 哲也 一般建築物 丸七住宅株式会社 443 - 0056 愛知県 蒲郡市神明町8-10 Oriビル1F

2785 22120237 池田 剛 一般建築物 Anest施工株式会社 573 - 0071 大阪府 枚方市茄子作 4-29-46 Anest-sekou□outlook.jp

2786 22118129 森崎 孝宣 一般建築物 株式会社東海興業 247 - 0071 神奈川県 鎌倉市玉縄4-4-3 kktokai□nifty.com
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2787 22116244 後藤 真樹 一般建築物 有限会社　後藤事務所 811 - 3431 福岡県 宗像市田熊1-1-20 kenchikustudio□ybb.ne.jp

2789 22119559 百目木 正之 一般建築物  -    info□dcolor.co.jp

2790 22119443 赤座 勝彦 一般建築物 有限会社津山塗装 708 - 0841 岡山県 津山市川崎 554 tsuyamatosou□mx36.tiki.ne.jp

2791 22118322 佐々木 悦子 一般建築物 026 - 0055 岩手県 釜石市甲子町第10地割557-2-206 

2793 22108787 安光 義文 一般建築物 株式会社インターバウ 754 - 0893 山口県 山口市秋穂二島5552-2 

2794 22118681 野口 勝徳 一般建築物 333 - 0835 埼玉県 川口市道合121-8 

2795 22118779 伊藤 真也 一般建築物 有限会社　伊藤建設工業 030 - 1501 青森県 東津軽郡今別町大字浜名字黒崎６１－２ 

2796 22113985 綿貫 光男 一般建築物 株式会社ユニマットライフ　クリーンメンテナンス事業部107 - 0062 東京都 港区南青山２-１２-１４ ユニマット青山ビル４階

2797 22110896 草 悟志 一般建築物 株式会社　廣清工務店 939 - 0621 富山県 下新川郡入善町荒又53-4 

2798 22118920 安島 一史 一般建築物 260 - 0033 千葉県 千葉市中央区春日2丁目13番10号 エクセレントシティ西千葉春日1302号

2799 22118385 妹尾 昌昭 一般建築物 712 - 8006 岡山県 倉敷市連島町鶴新田2596-11 m-senoo□ease-housing.jp

2800 22117545 清水 樹里 一般建築物 株式会社　GOZEN 243 - 0212 神奈川県 厚木市及川592-5 shimizu□gozenhome.co.jp

2801 22120134 水口 大輔 一般建築物 株式会社　水口組 700 - 0927 岡山県 岡山市北区西古松241-101 daisuke□minakuchigumi.co.jp

2802 22119394 木内 茂 一般建築物 株式会社正木工務店 745 - 0851 山口県 周南市徳山6779ー22 masaki.h□f4.dion.ne.jp

2803 22119592 﨑山 敏隆 一般建築物 666 - 0812 兵庫県  

2804 22118076 青木 秀諭 一般建築物 藤田建設株式会社 705 - 0022 岡山県 備前市東片上28 

2805 22119853 中村 朗 一般建築物 アテラス 583 - 0012 大阪府 藤井寺市道明寺2-5-13 a.terrace98□gmail.com

2806 22118196 奥山 貴春 一般建築物 株式会社A&G Company 890 - 0046 鹿児島県 鹿児島市西田3-8-9 agcompany2016□gmail.com

2807 22119172 楳溪 祐太 一般建築物 （株）SPホーム 701 - 0164 岡山県 岡山市北区撫川 Felice A棟　103号室 tarofi1211□gmail.com

2808 22119547 金谷 宏之 一般建築物 有限会社　金谷洋瓦工事店 811 - 1252 福岡県 那珂川市五郎丸1-57 

2809 22120069 藤嵜 勇治 一般建築物 株式会社アルファネット  -  東京都  lucky-bullpen0g□icloud.com

2810 22116537 星野 秀樹 一般建築物 株式会社ウィズホーム 220 - 0004 神奈川県 横浜市西区北幸2-5-17 横浜NSビル２階

2811 22115481 大槻 祥之 一般建築物 有限会社　大槻建設 171 - 0041 東京都 豊島区千川2-38-12 yoshiyuki.o□ootsuki-kensetsu.co.jp

2812 22118816 内倉 翔貴 一般建築物  -    s0o1im_kh2k9-jdaabc□ezweb.ne.jp

2813 22120681 三嶋 洋介 一般建築物 株式会社三洋住建 730 - 0844 広島県 広島市中区舟入幸町25-22 

2814 22117737 水井 寛人 一般建築物 光和測量設計株式会社 710 - 0825 岡山県 倉敷市安江398-1 kouwa56□gmail.com

2815 22118517 三分一 尚美 一般建築物 有限会社タイプ・ツー 731 - 0102 広島県 広島市安佐南区川内 3-4-39-4 sanbu□me.com

2816 22118516 浜野 隼透 一般建築物 731 - 5153 広島県 広島市佐伯区河内南2-60-10 hayato-hamano-8810□softbank.ne.jp

2817 22108292 松谷 優気 一般建築物 アークス株式会社 639 - 0223 奈良県 香芝市真美ケ丘2丁目１－６ 片岡第一ビル３Ｆ－Ｅ 0601.arks□gmail.com

2818 22116831 山本 肇 一般建築物 株式会社シナジー 240 - 0044 神奈川県 横浜市保土ケ谷区仏向町55 h.yamamoto□synergy-y.jp

2819 22117258 山本 友和 一般建築物 株式会社孝和産業 812 - 0863 福岡県 福岡市博多区金の隈3-11-6 yamamoto□kouwa-sangyou.co.jp

2820 22118986 ニシオカ ムネユキ一般建築物 かわらくらぶ西岡 811 - 3507 福岡県 宗像市多禮467 kawaraclub□gmail.com
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2821 22117272 松崎 正 一般建築物 プラスアルファ 807 - 1264 福岡県 北九州市八幡西区星ケ丘2-13-7 plusalpha.tm1□outlook.jp

2822 22120098 西野 達也 一般建築物 石原エンジニアリングパートナーズ株式会社510 - 0842 三重県 四日市市石原町1番地 

2823 22118003 矢野 義孝 一般建築物 BIRTEC 株式会社 197 - 0804 東京都 あきる野市秋川6-17-13 グランディールテクノビル 3F yano□birtec.co.jp

2824 22117130 藤永 直輝 一般建築物 有限会社　エフケイホームサービス 755 - 0151 山口県 宇部市西岐波1266-3 

2825 22118518 塩見 誠吾 一般建築物 未來住設株式会社 620 - 0877 京都府 福知山市森垣271-4 

2826 22119370 坂本 淳 一般建築物 株式会社トーエネック 202 - 0006 東京都 西東京市栄町1-16-10 レインボヒルズ213 atsushi-sakamoto02□toenec.co.jp

2827 22119478 渡邉 伸也 一般建築物 株式会社今村塗装工業 862 - 0970 熊本県 熊本市中央区渡鹿3-15-102 imamuratosou□har.bbiq.jp

2828 22117629 皆川 隆光 一般建築物  -    armrex1188□outlook.jp

2829 22119505 シガ ヒロアキ 一般建築物 株式会社志賀塗装 862 - 0924 熊本県 熊本市中央区帯山3-18-63 シティライフ帯山202号

2830 22120189 熊谷 文幸 一般建築物 株式会社 北日本ビルドワークス 028 - 3621 岩手県 紫波郡矢巾町広宮沢11-506-13 nj.buildworks□gmail.com

2831 22119096 岩切 栄子 一般建築物 株式会社イエヰリ 861 - 8003 熊本県 熊本市北区楠8-16-52 iwakiri□ieiri.co.jp

2832 22119350 加藤 幸希 一般建築物 ケーワークス 893 - 1605 鹿児島県 鹿屋市串良町上小原4524-28 baseball.sard.5□icloud.com

2833 22120186 佐々木 亮 一般建築物 空建築 025 - 0011 岩手県 花巻市矢沢10-42-3 soranoie123□gmail.com

2834 22113756 ゴトウ アキラ 一般建築物 ㈱藤井工務店 243 - 0419 神奈川県 海老名市大谷北4-14-14 gotou□kk-fujii.co.jp

2835 22119686 伏岡 勝二 一般建築物 有限会社伏岡建設 739 - 0321 広島県 広島市安芸区中野六丁目1番7号 fkfushioka□go4.enjoy.ne.jp

2836 22119514 宮島 三千信 一般建築物 (有)宮島塗工 885 - 0034 宮崎県 都城市菖蒲原町1-7 miyasima-tokou□btvm.ne.jp

2837 22116360 酒井 博隆 一般建築物 ㈱トゥースリー 422 - 8036 静岡県 静岡市駿河区敷地２丁目２６－２８ sakai□twothree.co.jp

2838 22117257 久保 周二 一般建築物 有限会社キューケン 814 - 0153 福岡県 福岡市城南区樋井川 2丁目10－16

2839 22105068 柴田 誠士 一般建築物 （有）柴田建材興業 400 - 0334 山梨県 南アルプス市藤田 2507 shibatakenzai□kih.biglobe.ne.jp

2840 22119473 岸本 友美 一般建築物 株式会社旭栄塗装 882 - 0866 宮崎県 延岡市平原町5丁目1492番地47 kyokuei□kyokuei-p.co.jp

2841 22117708 佐藤 圭一 一般建築物 株式会社　木の香建築工房 438 - 0834 静岡県 磐田市森下1013-14 konokakenchiku□cy.tnc.ne.jp

2842 22119095 瀧川 亮平 一般建築物 株式会社タキガワ 866 - 0851 熊本県 八代市毘舎丸町6-19 

2843 22118503 疋田 守利 一般建築物 株式会社三晃空調 大阪本店  -  大阪府  

2844 22120640 前田 高志 一般建築物 株式会社三洋住建 730 - 0844 広島県 広島市中区舟入幸町25-22 1F 

2845 22119299 秋田 知広 一般建築物 斎久工業株式会社  -    

2846 22120662 加藤 元樹 一般建築物 Yield ACE Design株式会社 182 - 0024 東京都 調布市布田 yieldacedesign□gmail.com

2847 22119054 戸部 貴史 一般建築物 （株）住居時間 700 - 0903 岡山県 岡山市北区幸町8-20 AQUAテラス幸町　9階

2848 22118822 松下 亮 一般建築物  -    

2849 22120174 佐藤 卓也 一般建築物 株式会社三友建設  -    t_sato□sanyukensetsu.com

2850 22120260 佐藤 和康 一般建築物 株式会社渡辺藤吉本店 812 - 0041 福岡県 福岡市博多区吉塚８丁目１０－３３ Kazu-satou□wtnb-t.co.jp

2851 22120437 藤原 卓 一般建築物 カンサイ建装工業株式会社 594 - 0021 大阪府 和泉市山荘町3-8-11 

2852 22116333 宇佐美 隆 一般建築物 宇佐美一級建築士事務所 125 - 0062 東京都 葛飾区青戸7-22-10 nqg10248□nifty.com
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2853 22117552 石川 正和 一般建築物 有限会社BONDS（ボンズ） 274 - 0054 千葉県 船橋市金堀町358-21 本社 bonds□vega.ocn.ne.jp

2854 22119045 北澤 喜栄彦 一般建築物 北澤建設株式会社 115 - 0043 東京都 北区神谷1-9-10 

2855 22118824 大平 延行 一般建築物 大平キャパビル 259 - 1213 神奈川県 平塚市片岡827-14 ohira0504□outlook.jp

2856 22119043 河野 義和 一般建築物 西松地所株式会社 105 - 0001 東京都 港区虎ノ門5-12-11 NCO、エトロ神谷町2F kawano-101□n-jisho.co.jp

2857 22117318 山中 英介 一般建築物 TOTOリモデルサービス株式会社 211 - 0004 神奈川県 川崎市中原区新丸子東3-1100-12-1413 M eisuke.yamanaka.1□jp.toto.com

2858 22117981 熊谷 裕二 一般建築物 熊谷瓦工業株式会社 838 - 1506 福岡県 朝倉市杷木林田94-1 

2859 22120080 瀧 健司 一般建築物 株式会社ABLE　T・K  HOME 154 - 0022 東京都 世田谷区梅丘1-62-14 梅ヶ丘162ハウスB号 taki.kenji□able-living.jp

2860 22119929 木原 和貴 一般建築物 キハラ住建 739 - 0264 広島県 東広島市志和町七条椛坂1644-3 fri3124□sky.megaegg.ne.jp

2861 22119894 工藤 秀平 一般建築物 株式会社バディネット 104 - 0041 東京都 中央区新富1-18-1 住友不動産京橋ビル3F

2862 22120190 諏訪 和久 一般建築物 有限会社ユー・キカク 133 - 0056 東京都 江戸川区南小岩7-18-11 イ・ムーブルA304 you-dream□youkikaku.co.jp

2863 22115274 大塚 貴美子 一般建築物 株式会社浦安設備管工  -    

2864 22118353 上遠野 知行 一般建築物 株式会社　上遠野建設 243 - 0801 神奈川県 厚木市上依知562-2 info□kadono-k.jp

2865 22120958 佐藤 昌明 一般建築物 株式会社　樹建築工房 997 - 0028 山形県 鶴岡市山王町1-38 itukipc2006□gmail.com

2866 22116542 中村 哲 一般建築物 403 - 0004 山梨県 富士吉田市下吉田３－３－２４ info□marushou-denki.com

2867 22120482 田母神 一吉 一般建築物 有限会社テクノス 963 - 0207 福島県 郡山市鳴神2-109-2 toiawase□tcns.co.jp

2868 22120704 池田 慎吾 一般建築物 池田塗装 018 - 0604 秋田県 由利本荘市西目町沼田字新道下２３８ shingo□akita-ikeda-toso.com

2869 22116435 タカギ ヒロミチ 一般建築物 高木企画 190 - 0222 東京都 西多摩郡檜原村人里1914-3 nukue1914□gmail.com

2870 22119648 小嶋 正賢 一般建築物 日本測地設計㈱ 272 - 0025 千葉県 市川市大和田5-5-3 

2871 22115953 秋山 真希 一般建築物 （有）イワオ企画 206 - 0031 東京都 多摩市豊ヶ丘4-6 info□iwaokikaku.com

2872 22115965 金市 香 一般建築物 （有）イワオ企画 206 - 0031 東京都 多摩市豊ヶ丘4-6 info□iwaokikaku.com

2873 22121224 横山 千裕 一般建築物 EQJ株式会社 196 - 0002 東京都 昭島市拝島町4-1-24 yokoyama□eqjapan.net

2874 22118034 黒部 卓也 一般建築物 卓建設 192 - 0031 東京都 八王子市小宮町675-18 saruport.20□gmail.com

2875 22121029 花輪 直人 一般建築物 有限会社明光 277 - 0042 千葉県 柏市逆井1145-1 

2876 22115764 松井 勇己 一般建築物 株式会社　ケイ・エｎｙコミュニティー 547 - 0032 大阪府 大阪市平野区流町 1-1-3 02□kokosumu.jp

2877 22120308 多田 幸治 一般建築物 富士電機株式会社  -    tada-k□fujielectric.com

2878 22119387 マツムラ ヒカル 一般建築物 株式会社　大気社 547 - 0032 大阪府 大阪市平野区流町3丁目1-6 

2879 22104269 佐々木 隆二 一般建築物 株式会社　センショウ・テック． 981 - 0301 宮城県 東松島市牛網字駅前二丁目3番地の11 sensyou1□fork.ocn.ne.jp

2880 22104270 三浦 龍太 一般建築物 株式会社　センショウ・テック． 981 - 0301 宮城県 東松島市牛網 r.miura□sensyou-tec.com

2881 22110437 五十嵐 紀世彦 一般建築物 建築工房　五十嵐 425 - 0088 静岡県 焼津市大覚寺 1-3-4

2882 22116198 松木 寛泰 一般建築物 197 - 0812 東京都 あきる野市平沢322 

2883 22117438 阿部 奈奈 一般建築物 ㈱アール・クレスト  -    n.abe□r-kuresuto.net

2884 22120381 佐藤 祐介 一般建築物 株式会社　両羽 998 - 0823 山形県 酒田市卸町2番７ 
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2885 22116577 山本 厚 一般建築物 株式会社京都ルーフテクノ 621 - 0046 京都府 亀岡市千代川町北ノ庄下河原15番地11 Yamamoto-kawara□live.jp

2886 22117557 菅谷 昌己 一般建築物 丸継工業有限会社 121 - 0836 東京都 足立区入谷7-2-16 marutsugu□aqua.ocn.ne.jp

2887 22118472 石垣 明彦 一般建築物 株式会社ロ－リング 197 - 0802 東京都 あきる野市草花3782－3 a09032223567□gmail.com

2888 22118833 高橋 晋平 一般建築物 パールシャープ株式会社 179 - 0073 東京都  stakahashi□pearlsharp.co.jp

2889 22120083 入ケ町 幸治 一般建築物 有限会社ワコーハイム 173 - 0037 東京都 板橋区小茂根1-16-8-103 福田ビル wakoh□ca.mbn.or.jp

2890 22116370 馬越 義隆 一般建築物 株式会社ハウジングホース 604 - 8841 京都府 京都市中京区壬生東土居ノ内町2 housing-horse□nifty.com

2891 22120588 廣瀬 友章 一般建築物  -    

2892 22120591 永峰 新也 一般建築物 株式会社ヒビキプルーフ 271 - 0065 千葉県 松戸市南花島1-2-4 nagamine□hibikiproof.com

2893 22118832 形屋 亮一 一般建築物 有限会社タツミ電気商会 135 - 0041 東京都 江東区冬木１３番４号 

2894 22121258 曽田 真史 一般建築物 525 - 0027 滋賀県 草津市野村5-8-15 

2895 22178587 稲泉 剛 一般建築物 株式会社アルファリンクス 352 - 0014 埼玉県 新座市栄4-5-25 g-inaizumi□a-rinks.co.jp

2896 22118927 荒牧 和夫 一般建築物 大光電気工業株式会社 125 - 0031 東京都 葛飾区西水元2-12-22 

2897 22119756 髙木 佐知子 一般建築物 226 - 0027 神奈川県 横浜市緑区長津田２-３３-２4-２01 

2898 22116117 松下 卓 一般建築物  -    

2899 22118557 井上 太郎 一般建築物  -  茨城県 水戸市 inoue□r-ment.com

2900 22120136 ササガワ トモナリ一般建築物 笹川 友也 731 - 0102 広島県 広島市安佐南区川内6丁目12-22 woodplus.sa□outlook.jp

2901 22117560 山田 重光 一般建築物  -    

2902 22118717 船橋 英一 一般建築物 船橋塗装工業 558 - 0023 大阪府 大阪市住吉区山之内2丁目16-15 bcm52894□icloud.com

2903 22119757 望月 顕本 一般建築物 エムピーワークス 416 - 0901 静岡県 富士市岩本72-17 

2904 22114063 中山 正人 一般建築物 松島工業株式会社 143 - 0016 東京都 大田区大森北1-14-1 フルヤビル3F masato□matsushima.jp

2905 22116736 吉川 竜馬 一般建築物 有限会社不入斗装備 143 - 0012 東京都 大田区大森東2-1-18 ベルハイム平和島101 iriyamazu□arion.ocn.ne.jp

2906 22119658 小池 由希也 一般建築物 大和ハウスリフォーム株式会社 424 - 0843 静岡県 静岡市清水区青葉町10-22 

2907 22115846 森島 篤之 一般建築物 東京計器アビエーション株式会社 358 - 0003 埼玉県 入間市豊岡1-9-1-705 

2908 22112652 宮内 達也 一般建築物 日本オーチス・エレベータ株式会社 260 - 0013 千葉県 千葉市中央区中央一丁目1-3 住生・りそな千葉ビル

2909 22117743 金子 大介 一般建築物 （有）金子塗装防水工業 867 - 0034 熊本県 水俣市袋616 dai5669□canvas.ocn.ne.jp

2910 22117668 谷岡 智宏 一般建築物 （有）谷岡塗装 731 - 0103 広島県 広島市安佐南区緑井8丁目2-10-4 sea7-127□am.wakwak.com

2911 22114898 吉村 春樹 一般建築物 一般財団法人　日本品質保証機構 453 - 0053 愛知県 名古屋市中村区中村町39 yoshimura-haruki□jqa.jp

2912 22120435 村上 孝弘 一般建築物 村上工務店 631 - 0072 奈良県 奈良市二名 ３丁目１１５２-１５

2913 22120663 佐島 道明 一般建築物 株式会社エービーシーホーム 332 - 0034 埼玉県 川口市並木2-9-22 

2914 22111985 森田 健 一般建築物 三共ディスプレイ株式会社 351 - 0101 埼玉県 和光市白子3-24-11 新成増ハイツ111

2915 22117893 秋庭 陽 一般建築物 株式会社ソーケン 104 - 0042 東京都 中央区入船 y-akiba□soken-net.co.jp

2916 22115921 佐藤 隆行 一般建築物 株式会社佐藤工務店 072 - 0011 北海道 美唄市大通東一条南５－１－２３ takayuki.s□satoh-21.com
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2917 22116574 田中 力哉 一般建築物 handy style 585 - 0044 大阪府 南河内郡千早赤阪村森屋450-5 tanaka□handystyle.jp

2918 22116809 後藤 隆也 一般建築物 株式会社リノイエ 351 - 0114 埼玉県 和光市本町3-2-301 goto□re-noie.jp

2919 22114578 緑川 貴仁 一般建築物 株式会社　小田急ハウジング  -    

2920 22117293 日向 喜久 一般建築物 ヒナタヨシヒサ 335 - 0023 埼玉県 戸田市本町5-2-20-404 アルシオン戸田公園

2921 22117620 鈴木 健一 一般建築物 株式会社鈴木工務店 106 - 0044 東京都 港区東麻布2-26-4 kenichi□suzukikomuten.co.jp

2922 22116486 宮原 澄宏 一般建築物 株式会社　竹中 939 - 2726 富山県 富山市婦中町蔵島440-4 

2923 22117880 安川 孝 一般建築物 浦安建設協同組合 270 - 1432 千葉県 白井市冨士226-16 yasukawa□u-kumiai.com

2924 22116011 濵村 光博 一般建築物 有限会社ハヤト工業 890 - 0031 鹿児島県 鹿児島市武岡二丁目１９番５号 hayato.k□proof.ocn.ne.jp

2925 22118505 櫻井 浩樹 一般建築物 株式会社　日新工営 530 - 0003 大阪府 大阪市北区堂島２丁目３番２７号 

2926 22113840 戸田 幹造 一般建築物 日本電設工業㈱ 255 - 0001 神奈川県 中郡大磯町高麗１－１１－４２ 

2927 22119864 野村 修 一般建築物 有限会社　野村建設 819 - 1601 福岡県 糸島市二丈深江２０２８-３ y.nomura.k□gmail.com

2928 22116853 小林 頼生 一般建築物 ケーイング株式会社 488 - 0043 愛知県 尾張旭市北本地ケ原町1-85 

2929 22117033 播磨 和弥 一般建築物 株式会社ファルベン 812 - 0874 福岡県 福岡市博多区光丘町1丁目1番10号 

2930 22117030 西本 裕二 一般建築物 株式会社ファルベン 812 - 0874 福岡県 福岡市博多区光丘町1丁目1番10号 

2931 22116691 中川 健太郎 一般建築物 431 - 3112 静岡県 浜松市東区大島町1387-2 kenn□heart.ocn.ne.jp

2932 22115919 ハットリ タク 一般建築物 三井デザインテック株式会社  -    

2933 22117636 山崎 達也 一般建築物 436 - 0222 静岡県 掛川市下垂木 1938-1 info□suzupen.com

2934 22115480 小檜山 仁 一般建築物 株式会社　サンエイ 244 - 0801 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町549-2 三宅ビル4F

2935 22120452 山田 宏 一般建築物 有限会社　山田建装 892 - 0871 鹿児島県 鹿児島市吉野町3216-294 yama1643□axel.ocn.ne.jp

2936 22117935 ヤマザキ ジュンヤ一般建築物 静岡ガス㈱ 410 - 0012 静岡県 沼津市岡一色809 

2937 22118464 田中 竜二 一般建築物 243 - 0002 神奈川県 厚木市元町6-12-201号室 カサデ元町ビル

2938 22115615 村田 慎治 一般建築物  -    

2939 22116915 髙木 文夫 一般建築物 住友不動産株式会社　新築そっくりさん事業本部410 - 0013 静岡県 沼津市東熊堂 9-3 takagi.fumio□sumitomo-rd.co.jp

2940 22117975 井上 量太 一般建築物 株式会社　井上建設 816 - 0905 福岡県 大野城市川久保2-2-11 inoue9810□tk2.so-net.ne.jp

2941 22117348 鳴坂 浩 一般建築物 大和ハウス賃貸リフォーム株式会社 709 - 0802 岡山県 赤磐市桜が丘西８丁目９－２４ 

2942 22112575 川村 竣 一般建築物  -    

2943 22120438 柳川 伸也 一般建築物 株式会社エス・ワイ 666 - 0014 兵庫県 川西市小戸1-3-12 泉ビル2F yanagawa□sy-const.com

2944 22117906 加藤 拓也 一般建築物  -    

2945 22111514 上野 慶三 一般建築物 上野建設株式会社 506 - 0817 岐阜県 高山市山口町657番地 keizon□plum.ocn.ne.jp

2946 22113845 仲村 義典 一般建築物 株式会社イチケン 105 - 0023 東京都 港区芝浦１－１－１　6階 浜松町ビルディング

2947 22116576 中尾 哲也 一般建築物 南京都サ－ビス有限会社 610 - 0343 京都府 京田辺市大住野上６５ 

2948 22112316 谷原 博文 一般建築物 株式会社　谷原 800 - 0251 福岡県 北九州市小倉南区葛原4丁目1-14-1 t-hirofumi□tanihara.co.jp
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2949 22117028 佐々木 良作 一般建築物 株式会社レゾー 732 - 0804 広島県 広島市南区西蟹屋 4-3-4 reseau□live.jp

2950 22117042 岸本 辰也 一般建築物 ㈱イーエス総合研究所 099 - 2104 北海道 北見市端野町端野2-11 kishimoto□es-souken.co.jp

2951 22117412 亀井 雅史 一般建築物 330 - 0064 埼玉県 さいたま市浦和区岸町5-4-8 k-tosoh□bk2.so-net.ne.jp

2952 22117453 井指 和昭 一般建築物  -    isahi□trust.ocn.ne.jp

2953 22119923 清水 和也 一般建築物 株式会社枢（くるる）工房 569 - 1032 大阪府 高槻市宮之川原４丁目２－１２ 第１２プロビナンス村橋１０１号室 info□kururu-koubou.com

2954 22118520 貞尾 孝之 一般建築物 有限会社　貞尾興業 732 - 0035 広島県 広島市東区馬木町1119番地1 

2955 22118521 貞尾 玲子 一般建築物 有限会社　貞尾興業 732 - 0035 広島県 広島市東区馬木町1119番地1 

2956 22115532 石川 道隆 一般建築物 株式会社　習志野工業 275 - 0001 千葉県 習志野市東習志野 8-28-11 m.ishikawa□narashino-k.co.jp

2957 22112116 鈴木 淑恵 一般建築物 有限会社カネス 431 - 0442 静岡県 湖西市古見432-2 

2958 22118679 ドイ タイチ 一般建築物 タイチ 150 - 0002 東京都 渋谷区渋谷 doi.taichi□tokyu-renewal.co.jp

2959 22119688 木原 照夫 一般建築物 キハラーズ株式会社 815 - 0083 福岡県 福岡市南区高宮1-21-34 kiharas58□mx21.tiki.ne.jp

2960 22118187 安東 隆二 一般建築物 ㈱コープハウジング大分 870 - 0116 大分県 大分市常行151-1 r-andou□oita.coop

2961 22115701 近藤 文彦 一般建築物 株式会社ウチダシステムズ 104 - 0033 東京都 中央区新川1-21-2 茅場町タワー14F

2962 22116996 奥田 暢 一般建築物 株式会社 前田工務店  -  愛知県 名古屋市昭和区 okuda□k-maeda.co.jp

2963 22118424 安藤 浩幸 一般建築物 有限会社　安藤謹治工務店 173 - 0036 東京都 板橋区向原2-32-13 ando-koumuten□sunny.ocn.ne.jp

2964 22117580 佐野 博則 一般建築物 佐野電機工業株式会社 770 - 0944 徳島県 徳島市南昭和町3丁目25 佐野電機工業株式会社 h-sano□sanoden.co.jp

2965 22116612 泉 達也 一般建築物 株式会社スペースデザイン白水 340 - 0034 埼玉県 草加市氷川町2153-8 

2966 22115837 谷中 正和 一般建築物 有限会社谷中工業 277 - 0054 千葉県 柏市南増尾2-17-3 yanaka.k□email.plala.or.jp

2967 22115670 若狭 幸夫 一般建築物 ㈱永燃 703 - 8225 岡山県 岡山市中区神下429-2 

2968 22120335 エンサカ　 マサシ一般建築物 555 - 0033 大阪府 大阪市西淀川区姫島6-3-13 コスモパークサイドアベニュー703号

2969 22116997 石井 典克 一般建築物 有限会社　石井総建 250 - 0201 神奈川県 小田原市曽我大沢106 

2970 22114456 中村 雄二 一般建築物 日産緑化株式会社 349 - 0101 埼玉県 蓮田市黒浜3689-69 knetnackjob□gmail.com

2971 22116268 佐藤 征治 一般建築物 株式会社　極征 123 - 0845 東京都 足立区西新井本町2-6-3 イヴハウス305 kyokusei□ymail.ne.jp

2972 22117747 佐藤 育愛 一般建築物 シュガーハウスプロダクト 080 - 0046 北海道 帯広市西十六条北二丁目4-17 shp00□outlook.jp

2973 22119640 清家 博伸 一般建築物 ＪＦＥテクノス株式会社 221 - 0821 神奈川県 横浜市神奈川区富家町6-1 JFEエンジニアリング東神奈川寮７０３号室 seike-hironobu□tec.jfe-eng.co.jp

2974 22119857 鍵山 哲雄 一般建築物 有限会社カギヤマ 734 - 0022 広島県 広島市南区東雲2-10-29 info□kagiyama.co.jp

2975 22115703 鴇田 義邦 一般建築物 株式会社ウチダシステムズ 104 - 0033 東京都 中央区新川１－２１－２ 茅場町タワー１４F tokita.y□uchida-systems.co.jp

2976 22117972 西山 和之 一般建築物 有限会社西山工務店 854 - 0033 長崎県 諫早市黒崎町103 y.nishiyama.y.c□tiara.ocn.ne.jp

2977 22117326 鈴木 愛 一般建築物 クリエイトA 458 - 0807 愛知県 名古屋市緑区砂田2丁目６０１番地 create.ai.suzuki□gmail.com

2978 22120240 岡本 典子 一般建築物 アース 679 - 5306 兵庫県 佐用郡佐用町本位田甲157番1 okamoto□earth5.biz

2979 22118363 髙山 晃輔 一般建築物 株式会社花みずき工房 432 - 8068 静岡県 浜松市西区大平台2-48-33 takayama□hanamizukikobo.co.jp

2980 22116424 藤田 泰弘 一般建築物 株式会社吉川住研 101 - 0021 東京都  
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2981 22119300 阿部 和博 一般建築物 株式会社サンケイビルマネジメント

2982 22117643 安藤 稔 一般建築物 ミツバ住建 426 - 0075 静岡県 藤枝市瀬戸新屋212-7 ミツバ住建

2983 22120676 塚原 明広 一般建築物 株式会社ニムラ 725 - 0003 広島県 竹原市新庄町1530-1 

2984 22113263 手嶋 里司 一般建築物 北野建設株式会社 244 - 0002 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町1606-20 

2985 22121290 染谷 栄朗 一般建築物 クローバー建設株式会社 241 - 0802 神奈川県 横浜市旭区上川井町204-3 

2986 22120794 鈴木 大輔 一般建築物 ユニバース株式会社 121 - 0012 東京都 足立区青井6-155 onigiri□t-ukiverse.co.jp

2987 22120758 橘 まゆみ 一般建築物 丸善雄松堂株式会社 559 - 0034 大阪府 大阪市住之江区南港北1-13-65 コスモプラザビル12階

2988 22121076 馬郡 信吾 一般建築物 有限会社エース技建工業 573 - 1152 大阪府 枚方市招提中町1-48-18 acegiken-k□gol.com

2989 22120983 吉盛 幸一 一般建築物 株式会社幸輝瓦 669 - 5213 兵庫県 朝来市和田山町玉置140-2 iraka-koukigawara.509□ezweb.ne.jp

2990 22115520 長南 拓郎 一般建築物 有限会社実宏建設 284 - 0022 千葉県 四街道市山梨1378-1 takuro.c□jikkou.jp

2991 22118519 濱野 克紀 一般建築物 株式会社 みのり設備 731 - 5137 広島県 広島市佐伯区美の里1丁目11-10-2 minorisetsubi□fch.ne.jp

2992 22120148 二本松 哲平 一般建築物 株式会社　ゆうしん建業 080 - 0012 北海道 帯広市西二条南三八丁目二ﾉ六 info□u-shin666.com

2993 22117802 三瓶 成善 一般建築物 三瓶塗装工業株式会社 211 - 0011 神奈川県 川崎市中原区下沼部１９０４－６ penkiyasan□nifty.com

2994 22116730 生井 保輝 一般建築物 株式会社マイホーム 300 - 2706 茨城県 常総市新石下154 myhome01□cosmos.ocn.ne.jp

2995 22120124 徳永 英一郎 一般建築物 株式会社日本サーモエナー 661 - 0953 兵庫県 尼崎市東園田町3-71-5 メゾン共和２０３

2996 22117525 佐竹 豊 一般建築物 三建設備工業株式会社  -  千葉県  

2997 22121040 佐藤 正憲 一般建築物 株式会社高木 221 - 0812 神奈川県 横浜市神奈川区平川町22-5 

2998 22115750 杉岡 達次 一般建築物 有限会社アイムホーム建設  -    info□imhome.co.jp

2999 22119599 平岡 庸朗 一般建築物 株式会社ヒラオカ 810 - 0066 福岡県 福岡市中央区福浜1-11-13 

3000 22120279 今井 哲朗 一般建築物 007 - 0846 北海道 札幌市東区北四十六条東17丁目2-17 ルケレス栄町1103 tetsurou.imai□bp.toda.co.jp

3001 22119822 岩本 尚己 一般建築物 ㈱日本ハウス湘南営業所リフォーム事業部250 - 0863 神奈川県 小田原市飯泉874-4 

3002 22114541 杢谷 昌孝 一般建築物 (株)オリエンタルホームサービス 134 - 0085 東京都 江戸川区南葛西5-18-1-1004 mokutani□oriental-h-s.jp

3003 22120101 松浦 正之 一般建築物 株式会社東海eco 459 - 8001 愛知県 名古屋市緑区大高町字寅新田3番地1 東海ecoビル

3004 22121098 髙山 英司 一般建築物 株式会社ドーリムハウス企画 085 - 0058 北海道 釧路市愛国東1-24-3 dreamhousekikaku□chic.ocn.ne.jp

3005 22121589 実森 秀樹 一般建築物 生厚建設株式会社 432 - 8056 静岡県 浜松市南区米津町2950番地の6 

3006 22116734 池田 誓志 一般建築物 株式会社タイコー 273 - 0003 千葉県 船橋市宮本6丁目３５－５－７ 

3007 22105679 神崎 憲 一般建築物 日立空調ソリューションズ株式会社 541 - 0056 大阪府 大阪市中央区久太郎町1丁目4番8号 NTPR堺筋本町ビル10階

3008 22118077 赤松 敏朗 一般建築物 株式会社高田工業所 712 - 8052 岡山県 倉敷市松江２丁目８番６号 

3009 22120891 田所 良太 一般建築物  -    

3010 22117376 飯田 剛士 一般建築物 北興工業株式会社 051 - 0023 北海道 室蘭市入江町１番地の６３ フォトリスビル

3011 22117291 加藤 靖信 一般建築物  -    

3012 22119280 鈴木 善道 一般建築物 有限会社パイプライン 133 - 0061 東京都 江戸川区篠崎町6-22-4 suzuki□pipeline.jp.net
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3013 22114901 関 隆広 一般建築物  -    kr.57fs□gmail.com

3014 22121705 丸山 義幸 一般建築物 株式会社太真産業 384 - 0808 長野県 小諸市御影新田1571-3 

3015 22118968 望月 陽 一般建築物 株式会社　望月工務店 145 - 0073 東京都 大田区北嶺町38-2 mochi_co_y□star.ocn.ne.jp

3016 22119684 池本 年一 一般建築物 株式会社　池本工務店 552 - 0007 大阪府 大阪市港区弁天6-1-18 

3017 22118852 松田 肇 一般建築物 工和工業㈱ 570 - 0012 大阪府 守口市大久保町3-29-15-707 インテリジェントシティ h.matsuda□kouwa-kk.jp

3018 22117519 齋藤 裕一郎 一般建築物 株式会社オールクリーン 350 - 1227 埼玉県 日高市女影612-5 

3019 22116416 平野 勝 一般建築物 日本メックス株式会社  -    

3020 22116856 山本 直樹 一般建築物 株式会社　あい不動産 426 - 0072 静岡県 藤枝市南新屋448-55 

3021 22120717 佐藤 到 一般建築物 株式会社藤巳 123 - 0842 東京都 足立区栗原3-9-13-2F リピック第2ビル tooru.310□gmail.com

3022 22119593 山本 憲 一般建築物 ㈱ワイズスタイル 615 - 8226 京都府 京都市西京区上桂森上町21-3-306 yamamoto□ys-style-web.com

3023 22116972 竹中 敬之 一般建築物 T'sテック株式会社 558 - 0024 大阪府 大阪市住吉区山之内元町17-6 

3024 22118529 松永 尚幸 一般建築物 南九州マルヰ(株)山鹿営業所 861 - 1364 熊本県 菊池市七城町辺田405-1 

3025 22120246 芦口 猛 一般建築物 株式会社コア.スタイル 550 - 0013 大阪府 大阪市西区新町１丁目33番11号（2F) core_ashiguchi□email.plala.or.jp

3026 22120869 相馬 幸喜 一般建築物 ㈱ＴＴＫ 984 - 0822 宮城県 仙台市若林区かすみ町28-10 

3027 22117681 中田 哲也 一般建築物 ㈱中田塗装店 125 - 0061 東京都 葛飾区亀有 

3028 22113255 馬場 葵 一般建築物 有限会社　平解体 270 - 0014 千葉県 松戸市小金1709-67 tairakaitai□ymail.jp

3029 22121591 秋山 秀夫 一般建築物 株式会社　創建 462 - 0036 愛知県 名古屋市北区長喜町2-18 akiyama□kk-souken.co.jp

3030 22120709 長坂 篤司 一般建築物 株式会社　ブランドワン 400 - 0856 山梨県 甲府市伊勢1丁目2-24 one□brandgroup.co.jp

3031 22119742 市川 眞純 一般建築物 学校法人星薬科大学 142 - 8501 東京都 品川区荏原 ２丁目４－４１

3032 22121048 田村 倫明 一般建築物 アークランズ株式会社 354 - 0024 埼玉県 富士見市鶴瀬東2-12-18 スチューアンセストラル大北705 tomoaki.tamura□arclands.co.jp

3033 22118918 小川 泰政 一般建築物 クレストホーム株式会社  -    

3034 22115293 齊藤 真弘 一般建築物 サイトーパイプ株式会社 170 - 0001 東京都 豊島区西巣鴨4-10-1 info□saito-pipe.co.jp

3035 22120255 品川 真一 一般建築物 大同防水工業株式会社  -    

3036 22120642 田中 敦彦 一般建築物 株式会社穴吹コミュニティ周南営業部　 745 - 0073 山口県 周南市代々木通り2-17 第３代々木公園前ビル３F at-tanaka□grp.daikyo.co.jp

3037 22119246 渡辺 伊佐夫 一般建築物 株式会社ワタナベ工業 350 - 0811 埼玉県 川越市小堤658-19 watanabekogyo□apost.plala.or.jp

3038 22117395 森田 満 一般建築物 株式会社ミライト・ワン  -    morita.mitsuru□mirait-one.com

3039 22117631 阿部 浩幸 一般建築物 光徳電興（株） 374 - 0054 群馬県 館林市大谷町1-27 

3040 22120937 仁方越 祐輔 一般建築物 有限会社 ダイイチ企業 739 - 1521 広島県 広島市安佐北区白木町三田字小椿1521-3 y.nigatagoshi□daiichi-kigyo.co.jp

3041 22121086 坂部 祐司 一般建築物 株式会社カシワバラ・コーポレーション 740 - 1212 山口県 岩国市美和町黒沢68-73 y.sakabe□kashiwabara.co.jp

3042 22118335 濱田 慎一 一般建築物 ㈱けやき建設 289 - 1143 千葉県 八街市八街い188-23 keyaki□keyakikensetsu.com

3043 22118568 三河 由雄 一般建築物 ㈱けやき建設 289 - 1143 千葉県 八街市八街い188-23 keyaki□keyakikensetsu.com

3044 22120176 南 英俊 一般建築物 株式会社イートラスト 110 - 0016 東京都 台東区台東1丁目3番5号 反町商事ビルディング6階
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3045 22121495 銀岡 聡明 一般建築物 株式会社　銀岡塗装店 790 - 0913 愛媛県 松山市畑寺4-13-39 ginokakoumu□eos.ocn.ne.jp

3046 22111562 森﨑 基靖 一般建築物  -    

3047 22114276 森下 卓 一般建築物 株式会社リビングサプライ 190 - 0002 東京都 立川市幸町5-11-3 コンフォートフラッツ

3048 22121008 森本 昇平 一般建築物 田中化工機工業㈱ 738 - 0513 広島県 広島市佐伯区湯来町伏谷137-24 s-morimoto□tanaka-kakouki.co.jp

3049 22121509 二宮 知央 一般建築物 有限会社　二宮塗装 760 - 0080 香川県 高松市木太町２３８５番地５ 

3050 22120936 安井 智範 一般建築物 PURE LIFE株式会社 741 - 0071 山口県 岩国市牛野谷町3丁目71-22 yasuiceo□hi2.enjoy.ne.jp

3051 22121356 毛利 賢司 一般建築物 有限会社　毛利建設 761 - 4112 香川県 小豆郡土庄町甲2080 heyy-mo□eatate.ocn.ne.jp

3052 22121165 斉藤 勝視 一般建築物 サンエイ株式会社 441 - 0105 愛知県 豊川市伊奈町南山新田103-28 

3053 22121518 宮武 譲 一般建築物 株式会社ミヤタケ塗装 763 - 0093 香川県 丸亀市郡家町1218番地1 h-paint□mc.pikara.ne.jp

3054 22118624 山本 恵幹 一般建築物 みつわ工業　有限会社 689 - 0021 島根県 益田市幸町1-38 yamamoto□mituwa-kougyou.co.jp

3055 22121700 島田 祐二 一般建築物 株式会社　加藤組 546 - 0031 大阪府 大阪市東住吉区田辺5-15-17 katohgumi-shimada□grace.ocn.ne.jp

3056 22120928 天見 幸嗣 一般建築物 天見建設工業株式会社 583 - 0884 大阪府 羽曳野市野150番地 amami.kk□d6.dion.ne.jp

3057 22117083 嶋崎 孝洋 一般建築物 ノザワ建設株式会社 359 - 1141 埼玉県 所沢市小手指町4-10-6 shimazaki□nozawa-g.co.jp

3058 22119687 善甫 博信 一般建築物 ㈲パールビレッジ 733 - 0035 広島県 広島市西区南観音3丁目5-8 h.zempo□gmail.com

3059 22117339 沖田 一博 一般建築物 有限会社沖田工務店 615 - 8221 京都府 京都市西京区上桂東ノ口町195番地 kokita□rose.ocn.ne.jp

3060 22121494 木下 潤一 一般建築物 株式会社西岡塗装工業 799 - 1512 愛媛県 今治市高市 

3061 22120022 三浦 政広 一般建築物 有限会社ミザクラ 739 - 1733 広島県 広島市安佐北区口田南4丁目２４－１４ mizakura1021□hi3.enjoy.ne.jp

3062 22115976 瀨川 輝紀 一般建築物 太啓建設㈱ 468 - 0041 愛知県 名古屋市天白区保呂町1132 

3063 22120447 宮脇 真吾 一般建築物 有限会社宮脇製材所 675 - 1204 兵庫県 加古川市八幡町上西条1030 

3064 22110391 片山 隼吾 一般建築物 住協建設株式会社　東京本店 151 - 0053 東京都 渋谷区代々木2-11-17 ラウンドクロス新宿 katayama-s□jyukyo-tokyo.jp

3065 22120562 岩谷 悠司 一般建築物 FKリサーチ株式会社 963 - 8041 福島県 郡山市富田町字権現林26-49 fk.y.iwaya□gmail.com

3066 22116799 畠山 日出男 一般建築物 株式会社　東　伸  -  北海道 札幌市 

3067 22121771 石本 正孝 一般建築物  -    

3068 22120945 岡阪 大輔 一般建築物 708 - 0841 岡山県 津山市川崎112-1 

3069 22118461 岩佐 良人 一般建築物 株式会社　あおば 260 - 0854 千葉県 千葉市中央区長洲 1-31-14 

3070 22121420 富川 卓己 一般建築物 株式会社 富丈工業 247 - 0008 神奈川県 横浜市栄区本郷台4-13-7 tomijyokougyo□gmail.com

3071 22118360 石川 智恵 一般建築物 有限会社　石川 516 - 1423 三重県 度会郡南伊勢町村山968 y-to-y□amigo2.ne.jp

3072 22121516 田井 由美子 一般建築物 有限会社大野塗料店 790 - 0852 愛媛県 松山市石手４丁目3～62 

3073 22120986 田口 慶春 一般建築物 株式会社　浜田組 553 - 0002 大阪府 大阪市福島区鷺洲 

3074 22119982 神藤 悠希 一般建築物 株式会社神藤工務店  -    

3075 22120537 岡瀬 奈々 一般建築物 (有)岡瀬工業所 711 - 0936 岡山県 倉敷市児島柳田町402-12 okase□hb.tp1.jp

3076 22120493 鈴木 隆之助 一般建築物 株式会社　楓土舎 182 - 0017 東京都 調布市深大寺元町１－１－１ 旧武蔵野市場1階41室 contact□fu-tosya.jp
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3077 22114371 安久津 一雲 一般建築物 有限会社ノヤス瓦工業 306 - 0201 茨城県 古河市上大野１９１９－１ a-1kumo□nifty.com

3078 22121195 相原 邦彦 一般建築物 株式会社相原材木店 700 - 0976 岡山県 岡山市北区辰巳24-103 k630-a66□msb.biglobe.ne.jp

3079 22122019 井上 和彦 一般建築物 ＵＮＩＰＲＯ株式会社 150 - 0012 東京都 渋谷区広尾1-16-3 ルモン広尾703 inoue□unipro-co.jp

3080 22300195 高木 尚毅 一般建築物 （株）吉原塗装店 700 - 0956 岡山県 岡山市南区当新田445-54 yoshipen□oka.urban.ne.jp

3081 22122331 南澤 一英 一般建築物 有限会社システムコーポレーション 179 - 0085 東京都 練馬区早宮1-22-3 pu_aimi1999□yahoo.co.jp

3082 22120721 鶴見 祥寿 一般建築物 有限会社　鶴見建材工業 329 - 0604 栃木県 河内郡上三川町上郷2441 tsurumikenzai□ec7.technowave.ne.jp

3083 22119621 原田 一寛 一般建築物 886 - 0004 宮崎県 小林市細野2268番地6 

3084 22120473 河津 裕昭 一般建築物 河津設計 861 - 8045 熊本県 熊本市東区小山1丁目3-51 designer-k□nifty.com

3085 22121989 木村 恭之 一般建築物 株式会社　魁 570 - 0011 大阪府 守口市金田町2丁目16番6号 kimura□sakigake99.co.jp

3086 22121879 小濱 正一 一般建築物 株式会社　南海テクノス 572 - 0038 大阪府 寝屋川市池田新町19-29 m.kohama□nankaitecnos.jp

3087 22118638 三角 純一 一般建築物 丸久建設（株） 899 - 0202 鹿児島県 出水市昭和町12番21号 misumi□marukyu-kou.co.jp

3088 22121267 加藤 彰一 一般建築物 シロキコーポレーション株式会社 564 - 0052 大阪府 吹田市広芝町4-1 江坂・ミタカビル　５F shouichi.kato□shiroki-cp.co.jp

3089 22122428 赤岩 航 一般建築物 株式会社南栄開発 862 - 0933 熊本県 熊本市東区小峯３丁目1-18 akaiwa□nan-ei.com

3090 22118639 増田 竜二 一般建築物 899 - 1304 鹿児島県 出水郡長島町城川内594-2 

3091 22121065 江口 順博 一般建築物 鴻池ビルテクノ㈱名古屋支店 501 - 6241 岐阜県 羽島市竹鼻町335-5 eguchi_yh□konoike.co.jp

3092 22120596 内田 考治 一般建築物 株式会社ジェットシステム 160 - 0004 東京都 新宿区四谷2-1-1 SK四谷ビル3Ｆ uchida-k□jetsystam.co.jp

3093 22122083 田中 成幸 一般建築物 343 - 0026 埼玉県 越谷市北越谷１－２１－３４ 

3094 22117977 長濵 善博 一般建築物 株式会社ナガハマ建装 818 - 0041 福岡県 筑紫野市上古賀４丁目２－７ info□nagahama-kenso.co.jp

3095 22119252 藤林 洋晃 一般建築物 藤建築 755 - 0155 山口県 宇部市今村北1丁目12-8 hiroakif.3221231□gmail.com

3096 22118765 瀧 保典 一般建築物 瀧企画 811 - 4154 福岡県 宗像市冨地原1347-5 

3097 22119357 木下 勝義 一般建築物 エディオン　きのしたデンキ 822 - 1101 福岡県 田川郡福智町赤池 521-40

3098 22122204 菊地 裕二 一般建築物 株式会社大倉 235 - 0023 神奈川県 横浜市磯子区森３\x{2212}７\x{2212}４ 株式会社大倉

3099 22118754 鈴木 智彦 一般建築物 有限会社　東組 819 - 1129 福岡県 糸島市篠原西3丁目6-6 higashigumi.kenchiku□vega.ocn.ne.jp

3100 22118752 松本 和久 一般建築物 株式会社ビフレ 811 - 1313 福岡県 福岡市南区曰佐4-37-21 bifle□wine.ocn.ne.jp

3101 22118758 星山 稔和 一般建築物 三星興産　有限会社 752 - 0978 山口県 下関市長府侍町2丁目4番4号 sansei.eco□iris.ocn.ne.jp

3102 22121880 木下 恵 一般建築物 木下建設株式会社 669 - 5327 兵庫県 豊岡市日高町野々庄891-3 qnke08515□zeus.eonet.ne.jp

3103 22121236 中村 陽子 一般建築物 太一建築株式会社 241 - 0031 神奈川県 横浜市旭区今宿西町215-1 

3104 22120512 幸村 拓馬 一般建築物  -    kohmura.t□taisei-yuraku.co.jp

3105 22121143 草間 亮司 一般建築物 ワイズデザインファクトリー合同会社 244 - 0002 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町1674-3 セラピー踊場602 info□ysdf.net

3106 22121396 金枝 勝城 一般建築物 株式会社　花岡建装 861 - 8035 熊本県 熊本市東区御領3-16-2 hanaokatosou□gmail.com

3107 22119338 今谷 祐史 一般建築物 イシバシエンタープライズ株式会社 731 - 0123 広島県 広島市安佐南区古市1-2-10 サンスクエア古市302

3108 22122458 高野 英俊 一般建築物 株式会社タキカンパニー 194 - 0035 東京都 町田市忠生3-6-19 oasis_waveblue□ezweb.ne.jp
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3109 22119298 羽下 雄太 一般建築物 株式会社ラクト 140 - 0004 東京都 品川区南品川6-7-1-403 feel A1 y_haneshita□rakuto.jp

3110 22122462 福山 仙樹 一般建築物 スターセブン  -  東京都 世田谷区 

3111 22121966 磯 和成 一般建築物 三井デザインテック株式会社 103 - 0022 東京都 中央区日本橋室町4-1-16 室町フェニックスビル4階 k-iso□mitsui-designtec.co.jp

3112 22119098 後藤 誠 一般建築物 株式会社誠山興業 869 - 1412 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村久石1690-2 

3113 22300114 小柳 俊介 一般建築物 有限会社小柳内装 124 - 0004 東京都 葛飾区東堀切1-19-4 

3114 22300214 日暮 敬司 一般建築物 樋田建設工業株式会社 272 - 0023 千葉県 市川市南八幡3-4-6 プライマリィー本八幡 hk-toyoda□primary-07.com

3115 22121924 濱島 輝彦 一般建築物 株式会社　ニ友組 455 - 0823 愛知県 名古屋市港区惟信町1-27-6 ライオンズマンション惟信町701号 hamajima-teru□niyu.jp

3116 22119504 志賀 信夫 一般建築物 株式会社志賀塗装 861 - 8039 熊本県 熊本市東区長嶺南２丁目２番６３号 

3117 22121373 廣部 健司 一般建築物 日鉄エンジニアリング株式会社 189 - 0003 東京都 東村山市久米川町 hirobe.kenji.3qp□eng.nipponsteel.com

3118 22114732 須藤 亜希 一般建築物 321 - 4364 栃木県 真岡市長田1-3-10 アバンサールA201

3119 22122310 稲葉 剛仁 一般建築物 リバイブホーム株式会社 320 - 0827 栃木県 宇都宮市花房2-8-11 空き家利活用型リフォームモデルハウス info□revivehome.jp

3120 22120885 加藤 義則 一般建築物 株式会社加藤電設 615 - 8216 京都府 京都市西京区松尾鈴川町31-7 

3121 21102265 荒井 義郎 一般建築物 株式会社　島田組 198 - 0086 東京都 青梅市大柳町1417 

3122 22117556 土村 康之 一般建築物 有限会社　土村工務店 333 - 0847 埼玉県 川口市芝中田2-17-23 

3123 22400011 都築 昭彦 一戸建て等 有限会社　栄昭興業 359 - 0003 埼玉県 所沢市中富南3-13-1 アートＴＭS301 eisyou621□live.jp

3124 22121599 新里 賢治 一般建築物 NTTデータカスタマサービステクノロジ株式会社 -    

3125 22300159 オオシマ タカシ 一般建築物 株式会社　アップルペイント 179 - 0074 東京都 練馬区春日町2-28-14 

3126 22122315 辻坊 允宏 一般建築物 株式会社ZERO 542 - 0081 大阪府 大阪市中央区南船場3-6-25 IBC心斎橋east705号室 m.tsujibo□the-zero-plus.com

3127 22120850 吉村 祐輝 一般建築物 吉村建材株式会社 636 - 0013 奈良県 北葛城郡王寺町元町2丁目2863 zigokuyan□gmail.com

3128 22122206 星山 裕二 一般建築物 株式会社　星山技建 246 - 0015 神奈川県 横浜市瀬谷区本郷2－21－25 

3129 22120346 渡部 大 一般建築物  -    

3130 22116013 大黒 伸幸 一般建築物 株式会社たちろく 812 - 0025 福岡県 福岡市博多区店屋町3-32 中村ビル4-B info□tachi6.jp

3131 22121079 嶋本 宏史 一般建築物 協同建設株式会社  -  奈良県 北葛城郡河合町薬井356番地2 k_s_yamato□yahoo.co.jp

3132 22120999 鈴木 貴広 一般建築物 株式会社ウチゲン 433 - 8123 静岡県 浜松市中区幸4-4-3 

3133 22120998 澤柳 雅治 一般建築物 株式会社 ウチゲン 432 - 8123 静岡県 浜松市中区幸4丁目４番３号 

3134 22122758 星野 康次 一般建築物 株式会社ハイブリッドホーム 110 - 0005 東京都 台東区上野７丁目９ー９ コスモ上野パークサイドシティ６０７ hoshino□hybridhome.co.jp

3135 22300180 宮坂 匠 一般建築物 宮坂工務店 630 - 2233 奈良県 山辺郡山添村毛原608 kinki.1210□iCloud.com

3136 22121476 中山 紗央里 一般建築物 株式会社中山コーティング 770 - 0901 徳島県 徳島市西船場町4丁目32番地 

3137 22122612 藁科 和也 一般建築物 426 - 0046 静岡県 藤枝市高洲1-15-35 

3138 22112115 鈴木 裕史 一般建築物 有限会社カネス 431 - 0442 静岡県 湖西市古見432-2 

3139 22119794 久野 孝幸 一般建築物 有限会社久野商店 430 - 0838 静岡県 浜松市南区鼡野町219 info□kunosyoten.jp

3140 22115571 藤本 英樹 一般建築物 トヨタホーム岡山㈱  -    h-fujimoto□th-okayama.jp
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3141 22120931 川島 卓 一般建築物 エコシアプランニング株式会社 590 - 0945 大阪府 堺市堺区戎之町東3-1-27 kawashima□ecosia.co.jp

3142 22122312 入澤 宣維 一般建築物 ㈱大林組

3143 22122369 田中 大輔 一般建築物 株式会社田中総建 838 - 0106 福岡県 小郡市三沢1163-1 souken□major.ocn.ne.jp

3144 22122030 上田 旅人 一般建築物 株式会社　松興 381 - 0006 長野県 長野市富竹965-6 t.ueda□matsukou2008.co.jp

3145 22114643 坂口 亮 一般建築物 (株）青葉建設 930 - 0822 富山県 富山市新屋70-8 

3146 22119946 鍛治 亮一 一般建築物 株式会社　東城 937 - 0042 富山県 魚津市六郎丸1182 kaji□tojonet.co.jp

3147 22121281 タナカ ノリアキ 一般建築物 ノリアキ 060 - 0031 北海道 札幌市中央区北一条東４丁目１ サッポロファクトリー１条館１F tanaka.n□uchda-systems.co.jp

3148 22123280 落合 政彦 一般建築物 株式会社オチアイ 006 - 0013 北海道 札幌市手稲区富丘三条2丁目10－４５ ochiai.com09□gmail.com

3149 22122093 立浪 俊克 一般建築物 ㈱狩野建設 933 - 0961 富山県 高岡市佐加野1363 

3150 22120163 小町 雅也 一般建築物 （株）大和興業 920 - 1156 石川県 金沢市田上の里 ルピナス田上A202 mkmk10264710□gmail.com

3151 22120647 谷岡 宗昭 一般建築物 株式会社WEDGE  -    

3152 22120857 中原 登志夫 一般建築物 株式会社ジョブ・クリエイト 810 - 0072 福岡県 福岡市中央区大名2-2-43ELK大名ビル２F nakahara□job-create.info

3153 22123112 横田 圭司 一般建築物 東急リニューアル株式会社 150 - 0002 東京都 渋谷区渋谷1-16-14 

3154 22122933 後藤 大地 一般建築物 京電システムコンストラクション株式会社980 - 0811 宮城県 仙台市青葉区一番町二丁目9-28 ザ青葉通りレジデンス1206号

3155 22121595 松本 政也 一般建築物 東海アーバン開発株式会社 434 - 0028 静岡県 浜松市浜北区上善地870 matsumo2□tokaiurban.co.jp

3156 22123459 堀内 邦彦 一般建築物 堀建トーヨー住器株式会社 402 - 0054 山梨県 都留市田原2-3-29 horiken□crocus.ocn.ne.jp

3157 22121428 遠藤 誠也 一般建築物 パナソニックリビング株式会社　首都圏\x{2022}関東社337 - 0007 埼玉県 さいたま市見沼区丸ケ崎町31-8 パークビュー壱番館103号室

3158 22123111 柳田 哲人 一般建築物 有限会社ヤナギダ 185 - 0021 東京都 国分寺市南町3-3-12 

3159 22123329 會澤 直樹 一般建築物 協同組合　くらしの共生舎 108 - 0074 東京都 港区高輪3-19-23 高輪中央マンション302 info□kyouseisha.net

3160 22122024 相野 真吾 一般建築物 株式会社　日新工営 530 - 0003 大阪市北区堂島2丁目3-27 s_aino□nissinkoei.co.jp

3161 22122333 森嶋 修 一般建築物 株式会社　森島工務店 338 - 0832 埼玉県 さいたま市桜区西堀8-15-1 morishima□morishima-koumuten.com

3162 22119792 小林 祐介 一般建築物 株式会社食環境衛生研究所 379 - 2107 群馬県 前橋市荒口町561-21 y-kobayashi□shokukanken.com

3163 22120285 三上 健次 一般建築物 株式会社三上工務店 064 - 0922 北海道 札幌市中央区南二十二条西 7-1-7 kkmikami□chive.ocn.ne.jp

3164 22120286 亀澤 光輝 一般建築物 株式会社三上工務店 064 - 0922 北海道 札幌市中央区南二十二条西 7-1-7

3165 22122693 佐藤 洋彦 一般建築物 エスジー 463 - 0814 愛知県 名古屋市守山区桔梗平３丁目805番地 ハッピーストリーム102号 th.3101615□gmail.com

3166 22122726 上村 訓充 一般建築物 861 - 1323 熊本県 菊池市西寺1981 amigonatu□yahoo.co.jp

3167 22119536 小田 裕之 一般建築物 東亜建設工業株式会社 260 - 0806 千葉県 千葉市中央区宮崎2-9-11 エスコート蘇我108

3168 22122832 髙橋 哲也 一般建築物 高橋産業株式会社 350 - 0011 埼玉県 川越市久下戸3250 tetsuya.takahashi□takahashi-ind.co.jp

3169 22118401 花谷 彰久 一般建築物 株式会社　エイチプロス 354 - 0031 埼玉県 富士見市勝瀬693-5 akihisa□hana-toso.jp

3170 22118404 相馬 徳正 一般建築物 株式会社　エイチプロス 354 - 0031 埼玉県 富士見市勝瀬693-5 

3171 22118091 久保田 智也 一般建築物 （有）久保田塗装店 400 - 0053 山梨県 甲府市大里町2939-20 kubota-ts□abeam.ocn.ne.jp

3172 22120036 若生 純 一般建築物 有限会社ワコー美装 270 - 0135 千葉県 流山市野々下4-863-23 
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3173 22121218 森本 時夫 一般建築物 L＆Lﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 935 - 0414 富山県 氷見市白川1229 e-mt-058□p1.cnh.ne.jp

3174 22123428 辻 和憲 一般建築物 ツジタミベース 544 - 0006 大阪府 大阪市生野区中川東1-2-11 

3175 22123569 竹内 知之 一般建築物 610 - 0111 京都府 城陽市富野荒見田112 

3176 22120994 清水 義雄 一般建築物 株式会社感性ジャパン 386 - 0012 長野県 上田市中央3-7-32 megabuta□nifty.com

3177 22118315 矢代 浩一 一般建築物 株式会社　矢代塗装工業 272 - 0802 千葉県 市川市柏井町2丁目831番地 h.yashiro□car.ocn.ne.jp

3178 22122231 中山 晋治 一般建築物 株式会社ビルメンテナンスサービス 565 - 0862 大阪府 吹田市津雲台1-1-2-901 s.nakayama□b-m-s.co.jp

3179 22123517 橋口 秀明 一般建築物 232 - 0037 神奈川県 横浜市南区 hashiguchihih□gmail.com

3180 22121733 功刀 慶太 一般建築物 有限会社くぬぎ建築 252 - 1124 神奈川県 綾瀬市吉岡958-7 

3181 22120147 篠原 寿之 一般建築物 株式会社東昭こすも 329 - 0524 栃木県 河内郡上三川町多功1928-1 

3182 22122233 村山 賢 一般建築物 252 - 0331 神奈川県 相模原市南区大野台2-16-4 サンドエル403 satoshi.murayama□anes-corp.jp

3183 22121244 武藤 秀樹 一般建築物 アイム環境工房株式会社 357 - 0024 埼玉県 飯能市緑町11-6 aim□hanno.jp

3184 22122236 大竹 真人 一般建築物 株式会社エイテック 211 - 0053 神奈川県 川崎市中原区上小田中 2-34-39

3185 22119786 岡村 淳生 一般建築物 株式会社ライフラインサービス 781 - 8105 高知県 高知市高須東町1丁目1番25号 okamura.5431□gmail.com

3186 22123644 佐藤 圭 一般建築物 株式会社匠工務店 151 - 0051 東京都 渋谷区千駄ヶ谷1-28-8 ニュー千駄ヶ谷マンション201号室

3187 22122232 中村 祐樹 一般建築物 株式会社　中村建設 230 - 0001 神奈川県 横浜市鶴見区矢向3-2-17 info□nakamura-kensetsu0819.com

3188 22123722 飯島 智 一般建築物 有限会社 アクティー 350 - 1320 埼玉県 狭山市広瀬東2-29-7 acty1996□soleil.ocn.ne.jp

3189 22122184 山田 美保 一般建築物 株式会社エヌ・ビー技建 731 - 3167 広島県 広島市安佐南区大塚西3-6-35 nb-giken□r4.dion.ne.jp

3190 22122185 中村 和雅 一般建築物 株式会社エヌ・ビー技建 731 - 3167 広島県 広島市安佐南区大塚西3-6-35 nb-giken□r4.dion.ne.jp

3191 22122183 赤司 和弘 一般建築物 株式会社エヌ・ビー技建 731 - 3167 広島県 広島市安佐南区大塚西3-6-35 nb-giken□r4.dion.ne.jp

3192 22120550 坂井 幸一 一般建築物 株式会社　坂井防水工業 861 - 4113 熊本県 熊本市南区八幡5丁目1-27 

3193 22122419 杉浦 由禮 一般建築物 株式会社エスエス 731 - 0136 広島県 広島市安佐南区長束西2-2-1 sskougyo04□docomo.ne.jp

3194 22123223 江藤 博文 一般建築物 沖電気工業（株） 108 - 8551 東京都 港区芝浦 ４丁目１０－１６

3195 22121997 平岩 誠 一般建築物 有限会社平岩設備工業 731 - 0136 広島県 広島市安佐南区長束西1-3-21-11 mak117reform□yahoo.co.jp

3196 22123034 百目鬼 操 一般建築物 いすゞエステート株式会社 329 - 0214 栃木県 小山市乙女3-20-2 

3197 22114783 浅見 康司 一般建築物 株式会社和工 463 - 0081 愛知県 名古屋市守山区川宮町１８ 

3198 22121850 青柳 智雄 一般建築物 大日本印刷㈱ 162 - 8001 東京都 新宿区市谷加賀町1丁目1-1 DNP市谷加賀町ビル21階 aoyagi-t□mail.dnp.co.jp

3199 22300223 伊藤 慎二 一般建築物 株式会社リプロス 350 - 0811 埼玉県 川越市小堤502番地8 

3200 22115466 大富 健一 一般建築物 アイワ工業株式会社 880 - 2213 宮崎県 宮崎市高岡町上倉永2863-1 

3201 22123548 建石 幸亮 一般建築物 株式会社スギモト 660 - 0815 兵庫県 尼崎市杭瀬北新町4-8-5 k_tateishi□kk-sugimoto.co.jp

3202 22123168 畑田 芳宏 一般建築物 （株）ディーフィールド 601 - 1366 京都府 京都市伏見区醍醐大構町26-1-1F グランスイート醍醐駅前1F info□d-field-kyoto.com

3203 22123865 林田 智大 一般建築物 株式会社三晃空調 602 - 0877 京都府 京都市上京区桝屋町 hayashida□sanko-air.co.jp

3204 22121752 屋敷田 喬 一般建築物 サポートハウジング株式会社 732 - 0032 広島県 広島市東区上温品2-15-10 
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3205 22114502 堀田 勲 一般建築物 株式会社ハウスフリーダム 810 - 0073 福岡県 福岡市中央区舞鶴1丁目2-31 horita□housefreedom.co.jp

3206 22121618 中峯 拓史 一般建築物 峯樹造園株式会社 586 - 0005 大阪府 河内長野市松ケ丘西町１５４０－３ 

3207 22121619 折井 五彦 一般建築物 峯樹造園株式会社 586 - 0005 大阪府 河内長野市松ケ丘西町１５４０－３ 

3208 22123653 和田 大介 一般建築物 ワドー建設株式会社 143 - 0015 東京都 大田区大森西6-13-2 Likes.梅屋敷 d-wada□wado-construction.co.jp

3209 22123726 中西 徹 一般建築物 （株）仲建設 157 - 0066 東京都 世田谷区成城9－30－12 

3210 22121437 角田 優子 一般建築物 タツミ企画 221 - 0021 神奈川県 横浜市神奈川区子安通2-250-2 jyakym□me.com

3211 22121670 山田 貴久 一般建築物 グットリペア株式会社 185 - 0033 東京都 国分寺市内藤1-13-1 info□good-repair.com

3212 22121243 小貫 輝美 一般建築物 株式会社シンコーハウス 346 - 0003 埼玉県 久喜市久喜中央1-2-28 onuki□shinko-house.co.jp

3213 22122588 多田 真也 一般建築物 株式会社興洋住宅 552 - 0016 大阪府 大阪市港区三先1-11-2 s_tada□koyo-housing.com

3214 22116501 八色 航平 一般建築物 株式会社メディカルスペースクリエイツ 173 - 0037 東京都 板橋区小茂根五丁目14番3号 

3215 22123926 石上 武 一般建築物 相模サービス株式会社  -    

3216 22123474 真川 英治 一般建築物 213 - 0013 神奈川県 川崎市高津区末長1-38-16 

3217 22122133 真嶋 栄二 一般建築物 東京美装北海道株式会社釧路支店 085 - 0015 北海道 釧路市北大通6-2 北洋日生ビル e-majima□tokyo-biso.co.jp

3218 22121828 柿澤 磨 一般建築物  -    

3219 22121335 古谷 超 一般建築物 高山石油ガス株式会社 743 - 0021 山口県 光市浅江5-14-18 reform4□takayama-gas.co.jp

3220 22121336 松村 茉衣子 一般建築物 高山石油ガス株式会社 743 - 0021 山口県 光市浅江5-14-18 

3221 22121682 三村 敏之 一般建築物 三村プラミング 586 - 0013 大阪府 河内長野市向野町677 エスポワール岩湧403号室 mim0613□mail.zaq.jp

3222 22121028 松井 利宏 一般建築物 (有)岩田鉄工所 936 - 0033 富山県 滑川市吾妻町2381 m-iwata□ma.net3-tv.net

3223 22121060 五十嵐 伶 一般建築物 株式会社食環境衛生研究所 105 - 0004 東京都 港区新橋1丁目5番5号 国際善隣会館 6階A igarashi□shokukanken.com

3224 22121454 高見 誠 一般建築物 株式会社　　Acala 576 - 0052 大阪府 交野市私部 4-27-5-1 acala□hera.eonet.ne.jp

3225 22122400 山崎 昭 一般建築物 274 - 0814 千葉県 船橋市新高根２-４-１-４０１ ルネ船橋新高根レジデンシャルヴィラ

3226 22120651 川元 浩明 一般建築物 明和技研有限会社 811 - 1131 福岡県 福岡市早良区西1778-1 h.kawamoto□meiwaC.co.jp

3227 22116199 寺下 誠一 一般建築物 合同会社　誠総業 252 - 0244 神奈川県 相模原市中央区田名6749 makotosougyou□gmail.com

3228 22124253 逆井 麻奈美 一般建築物 株式会社木嶋興業 306 - 0631 茨城県 坂東市岩井2230-31 コーポいしつか103号室

3229 22124639 浜四津 哲也 一般建築物 パナソニックコネクト株式会社 930 - 0972 富山県 富山市長江新町3-7-25 

3230 22300130 阿井 美紗貴 一般建築物 成澤工業 421 - 0135 静岡県 静岡市駿河区小坂2222 

3231 22121269 松岡 龍 一般建築物 福岡興業株式会社  -    

3232 22121465 松岡 剛平 一般建築物 福岡興業株式会社  -    

3233 22122354 佐橋 正三 一般建築物 株式会社NKデザイン 538 - 0052 大阪府 大阪市鶴見区横堤3-8-12 アヴァンタージュ303

3234 22122778 石井 嘉彦 一般建築物 （株）石井工務店 299 - 5103 千葉県 夷隅郡御宿町新町7-1 info□bosoresort.com

3235 22300233 洪 性植 一般建築物 済州建設株式会社 245 - 0022 神奈川県 横浜市泉区和泉が丘3-36-3 info□saisyuukensetu.jp

3236 22124122 亀井 有樹 一般建築物 環境テクノス（株） 264 - 0028 千葉県 千葉市若葉区桜木6-2-2 
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3237 22121912 木林 明 一般建築物 (有)エイセイ協同 812 - 0062 福岡県 福岡市東区松島１丁目４番１９号 

3238 22123979 星川 龍之介 一般建築物 (有)木原工務店 832 - 0088 福岡県 柳川市間99 hoshikawa_ryu1220□beach.ocn.ne.jp

3239 22121883 矢野 衣美 一般建築物 株式会社ST環境検証センター 761 - 0103 香川県 高松市新田町乙11-137 

3240 22124912 西田 哲也 一般建築物 株式会社セラコーポレーション 703 - 8266 岡山県 岡山市中区湊 

3241 22124173 松浦 早江子 一般建築物  -    

3242 22124526 尾方 康博 一般建築物 604 - 8104 京都府 京都市中京区木之下町299 Coto Glance 姉小路通3-A ogata□seia-c.co.jp

3243 22123686 中川 将英 一般建築物 株式会社 中川建設 596 - 0006 大阪府 岸和田市春木若松町2-5 info□nakagawakensetsu.jp

3244 22124910 勝田 浩二 一般建築物 アサヒ建設会社会社 555 - 0042 大阪府 大阪市西淀川区西島1-14-25 アサヒ建設株式会社

3245 22119244 三宅 潤 一般建築物 株式会社　山室建設 716 - 0201 岡山県 高梁市川上町 

3246 22124216 濱本 弘樹 一般建築物 株式会社　エディオンなかもず店 591 - 8025 大阪府 堺市北区長曾根町3081-17 

3247 22117601 野河 由則 一般建築物 N.G.W 203 - 0023 東京都 東久留米市南沢4-10-24 

3248 22300109 稲見 由香 一般建築物 野村不動産パートナーズ株式会社 193 - 0832 東京都 八王子市散田町3-40-1 

3249 22122227 白石 誠 一般建築物 株式会社白石商事 337 - 0003 埼玉県 さいたま市見沼区深作3-1-3 

3250 22300187 岩崎 肇 一般建築物 株式会社井上工務店 811 - 3305 福岡県 福津市宮司6-27-5 info□inouehomepro.co.jp

3251 22300224 青木 信二 一般建築物 株式会社青木塗装店 790 - 0942 愛媛県 松山市古川北 1丁目2番21号 aoki1208s4□gmail.com

3252 22124687 水持 雅人 一般建築物 みやび工務店 939 - 0256 富山県 射水市広上107-3 miyabi□bizimo.jp

3253 22122370 宮川 翼 一般建築物 大橋エアシステム株式会社 810 - 0022 福岡県 福岡市中央区薬院2丁目3番41号 

3254 22122553 良知 文啓 一般建築物 積水ハウスリフォーム株式会社 380 - 0871 長野県 長野市西長野町232-1 ベレオ西長野205 rachi-f□sgr.sekisuihouse.co.jp

3255 22122014 菅原 伸 一般建築物 株式会社コプロ\x{2022}エンジニアード 984 - 0012 宮城県 仙台市若林区六丁の目中町4-30 Fシャルマン206 westside022□icloud.com

3256 22118551 曽根 学 一般建築物 セック株式会社　盛岡営業所 020 - 0045 岩手県 盛岡市盛岡駅西通２－３－１０ ｽﾜﾝﾋﾞﾙ2Ｆ

3257 22122821 金盛 文孝 一般建築物 カナモリ建築 939 - 2376 富山県 富山市八尾町福島303-3 kmft-111□cty8.com

3258 22121400 谷 芳樹 一般建築物 （株）地工 812 - 0007 福岡県 福岡市博多区東比恵3-13-56 

3259 22124926 横溝 博文 一般建築物 株式会社田中板金工業 839 - 1231 福岡県 久留米市田主丸町野田1153-6 tanakabankinkougyou□gmail.com

3260 22124927 田中 優香年 一般建築物 株式会社田中板金工業 839 - 1231 福岡県 久留米市田主丸町野田1153-6 tanakabankinkougyou□gmail.com

3261 22122729 蒲生 美成 一般建築物  -  福岡県 福岡市 

3262 22120810 熊谷 広明 一般建築物 株式会社　熊建 984 - 0032 宮城県 仙台市若林区荒井5-2-10 畠山ビル1F info□k-kumaken.co.jp

3263 22121722 鈴木 宗俊 一般建築物 株式会社エムテック 985 - 0824 宮城県 宮城郡七ヶ浜町境山2-1-8 info□aircon-sendai.com

3264 22122441 藤野 智将 一般建築物 前田建設工業 815 - 0074 福岡県 福岡市南区寺塚 fujino.t□jcity.maeda.co.jp

3265 22123657 荒幡 覚 一般建築物 株式会社モルゲン 188 - 0002 東京都 西東京市緑町2-1-20 arahata□morgen.design

3266 22124872 岳本 亘 一般建築物 グローバルコネクト株式会社 224 - 0037 神奈川県 横浜市都筑区茅ケ崎南5-1-10 ノーブル茅ケ崎1-C

3267 22124489 丸山 隆 一般建築物 有限会社 タカコウ建設 136 - 0072 東京都 江東区大島8-7-9 takakou55□star.ocn.ne.jp

3268 22124490 野口 義久 一般建築物 富士フイルム株式会社 250 - 0193 神奈川県 南足柄市中沼 ２１０ yoshihisa.noguchi□fujifilm.com
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3269 22123290 小林 宏幸 一般建築物 株式会社リベロコミュニティ 336 - 0023 埼玉県 さいたま市南区神明1-10-15 メゾンドコリン１階 info□libero-com.co.jp

3270 22124184 大島 泰司 一般建築物 大島工務店株式会社 538 - 0031 大阪府 大阪市鶴見区茨田大宮3-7-57 

3271 22122371 龍頭 伸秀 一般建築物 810 - 0022 福岡県 福岡市中央区薬院 

3272 22124432 小倉 俊平 一般建築物 288 - 0043 千葉県 銚子市東芝町1-7 s.ogura□wakochoshi.jp

3273 22124871 大保 守生 一般建築物 株式会社 大生企業 210 - 0847 神奈川県 川崎市川崎区浅田 4-5-10-3

3274 22124427 鈴木 杏奈 一般建築物 株式会社Crear 330 - 0056 埼玉県 さいたま市浦和区東仲町8-21 ソレイユ浦和302号 anna-suzuki□crear-inc.co.jp

3275 22117291 加藤 靖信 一般建築物 株式会社職人組 225 - 0021 神奈川県 横浜市青葉区すすき野2-5 すすき野第二団地4棟403号室 ykatoh□syokuningumi.co.jp

3276 22124645 大場 智正 一般建築物 東和技建株式会社 362 - 0003 埼玉県 上尾市菅谷菅谷307-11 touwagiken□pro.odn.ne.jp

3277 22121733 功刀 慶太 一般建築物 有限会社くぬぎ建築、 252 - 1124 神奈川県 綾瀬市吉岡958-7 

3278 22120335 エンサカ マサシ 一般建築物 遠阪　雅司 555 - 0033 大阪府 大阪市西淀川区姫島6-3-13 コスモパークサイドアベニュー７０３号

3279 22121420 富川 卓己 一般建築物 株式会社 富丈工業 247 - 0008 神奈川県 横浜市栄区本郷台 tomijyo-blue.bigone.m-y-c□docomo.ne.jp

3280 22300225 中島 悦司 一般建築物 株式会社シンセイエレクトリック 565 - 0873 大阪府 吹田市藤白台3-1-33 ローレルコート北千里藤白台813号

3281 22124092 岡﨑 浩 一般建築物 (有)オリジナルファクトリー 544 - 0031 大阪府 大阪市生野区鶴橋 １丁目1-36 hirosi88□oak.ocn.ne.jp

3282 22122715 樋本 祐樹 一般建築物 株式会社ジーネット 540 - 0024 大阪府 大阪市中央区南新町1-2-10 フルサトビル yuki.himoto□unisol-gr.com

3283 22122822 西野 渉 一般建築物 西野建築 930 - 0313 富山県 中新川郡上市町中江上690-1 

3284 22120279 イマイ テツロウ 一般建築物 戸田ビルパートナーズ㈱ 007 - 0846 北海道 札幌市東区北四十六条東17丁目2-17 ルケレス栄町1103 imaitetsurou□gmail.cm

3285 22124346 山本 尚 一般建築物  -    t.yamamoto□hh.fujii.co.jp

3286 22123459 堀内 邦彦 一般建築物 堀建トーヨー住器株式会社 402 - 0054 山梨県 都留市田原1丁目２－５ horiken-tfc□grace.ocn.ne.jp

3287 22123696 長沼 信勝 一般建築物 友栄土木株式会社 820 - 1111 福岡県 飯塚市勢田３９６番地 n.naganuma□tomoedoboku.co.jp

3288 22123368 田中 翔 一般建築物 株式会社カンスイ工業 530 - 0043 大阪府 大阪市北区天満１－７－２０ 

3289 22120926 守田 誠 一般建築物 守田工業株式会社  -    morita-m□po4.nsk.ne.jp

3290 22122576 藤田 昂平 一般建築物

3291 22124263 横田 次男 一般建築物 有限会社 横田組 365 - 0047 埼玉県 鴻巣市逆川1丁目２番３号 kaitai□yokotagumi.co.jp

3292 22118535 河村 晋平 一般建築物 高山石油ガス株式会社 743 - 0021 山口県 光市浅江5-14-18 kawamura.shinpei□takayama-gas.co.jp

3293 22124943 宮崎 繁徳 一般建築物 有限会社三豊 245 - 0062 神奈川県 横浜市戸塚区汲沢町687 mitoyo50□gmail.com

3294 22122197 狩野 達郎 一般建築物 株式会社 狩野建設 933 - 0983 富山県 高岡市守護町2-9-34 

3295 22124494 土佐 浩二 一般建築物 株式会社　永山工業

3296 22120647 谷岡 宗昭 一般建築物 株式会社WEDGE 819 - 0022 福岡県 福岡市西区福重3-23-27 wedge□wedge-co.jp

3297 22123510 西内 俊逸 一般建築物 有限会社　西内工務店 975 - 0042 福島県 南相馬市原町区雫 字塔場下254 nishiuchi.koumuten□wine.plala.or.jp

3298 22123007 森江 亜由美 一般建築物 ARAコンサルタントサービス株式会社 371 - 0843 群馬県 前橋市新前橋町17-34 菊地ビル６０１号室 a.morie□ara-cs.com

3299 22124755 園田 利保 一般建築物 ビルネット・プロパティ株式会社 260 - 0027 千葉県 千葉市中央区新田町 オカバ千葉テックビル2階 sonoda□buil-net.com

3300 22121427 松木 伸吉 一般建築物 幸成ハウジング株式会社  -    
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3301 22125084 张 威 一般建築物 チョウ イ z1321663105□gmail.com

3302 22122355 㓛刀 智 一般建築物 株式会社ＮＫデザイン 556 - 0011 大阪府 大阪市浪速区難波中1丁目3番1号-303号室 RE-016 s-kunugi□nk-design.co.jp

3303 22125019 水野 力 一般建築物 株式会社　笠倉建設 245 - 0065 神奈川県 横浜市戸塚区東俣野町1253番地 kasakura.sakura□gmail.com

3304 22121218 森本 時夫 一般建築物 Ｌ＆Lﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ　森本　時夫 935 - 0414 富山県 氷見市白川1229 e-tm-59.27□ezweb.ne.jp

3305 22107333 楓 知道 一般建築物 有限会社楓装飾

3306 22123476 遠山 和彦 一般建築物 リア・テクノス株式会社 236 - 0031 神奈川県 横浜市金沢区六浦1-17-19 ヒルスミキ金沢八景102 ktooyama0402□outlook.jp

3307 22120002 淵田 孝裕 一般建築物 有限会社 岡崎工務店 444 - 0931 愛知県 岡崎市大和町字荒田45-6 

3308 22123243 廣木 大輔 一般建築物 有限会社大真 177 - 0032 東京都 練馬区谷原6-18-29 d_hiroki□daisin.work

3309 22125086 加藤 晋也 一般建築物 リライアブル株式会社 135 - 0016 東京都 江東区東陽4-8-2 荒木ビル1階 kato-kaihatu12□nifty.com

3310 22124862 小鹿 松幸 一般建築物 有限会社小鹿設備 038 - 0058 青森県 青森市羽白沢田40-29 kosikasetubi□rio.odn.ne.jp

3311 22124863 濱田 陽介 一般建築物 有限会社小鹿設備 038 - 0058 青森県 青森市大字羽白字沢田40-29 

3312 22123496 尾﨑 寿昭 一般建築物 有限会社　尾崎建設 866 - 0883 熊本県 八代市松江町532 ozakikensetu□mx36.tiki.ne.jp

3313 22122443 佐藤 工 一般建築物 有限会社　オーケー美装工業 037 - 0024 青森県 五所川原市みどり町3-92 okbiso□bird.ocn.ne.jp

3314 22120723 山崎 寛 一般建築物 株式会社　巧色 353 - 0007 埼玉県 志木市柏町1-18-7 yamazaki□ko-shoku.jp

3315 22122374 貴田 竜 一般建築物 有限会社 西北塗装

3316 22125025 山崎 敏一 一般建築物 共栄企画建設株式会社
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