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氏名・団体名 住所

1 住まい工房整建 愛知県新城市八束穂

2 香ノ木住建 愛知県蒲郡市清田町橋詰

3 株式会社 高野工務店 茨城県つくば市花室

4 株式会社 八文字建設 茨城県ひたちなか市田中後

5 有限会社 アスカ工業 岡山県岡山市中区藤原西町　ピュア藤原西町

6 ヤマテック 株式会社 神奈川県伊勢原市高森

7 株式会社 高棟建設工業 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町

8 和仁産業 株式会社 岐阜県高山市上宝町本郷

9 三浦製材 株式会社 京都府亀岡市東別院町南掛落合

10 意匠設計+form+ 京都府京都市下京区河原町通松原下る植松町

11 株式会社 かわな工業 京都府宇治市槙島町目川

12 共和建設 株式会社 熊本県玉名市築地

13 合資会社 のりぞう工務店 高知県高知市朝倉南町

14 株式会社 マルイビルド 滋賀県米原市梓河内

15 想造の家 仲谷建設 滋賀県米原市藤川

16 株式会社 MUJI HOUSE 東京都豊島区東池袋

17 株式会社 テオリアハウスクリニック 東京都練馬区関町南 南関町ビルF

18 株式会社ナック 東京都新宿区西新宿丁目新宿センタービル　建築コンサルティング事業部

19 株式会社オーワークス 東京都目黒区碑文谷

20 株式会社 ハイランド 兵庫県神戸市北区山田町小部字西岡谷

21 一級建築士事務所 Pleasant Design 広島県広島市中区大手町二丁目− 階

22 越智産業株式会社 福岡県福岡市中央区那の津丁目

23 大地社 山梨県南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺

24 有限会社 原田建築 愛知県岡崎市茅原沢町字茅生

25 岡崎製材 株式会社 愛知県岡崎市戸崎元町

26 村越建設 株式会社 愛知県額田郡幸田町大字深溝字東万野

27 有限会社 都築建築設計事務所 愛知県額田郡幸田町菱池新田

28 渋谷建築 株式会社 愛知県蒲郡市形原町北浜

29 有限会社 コバヤシホーム 愛知県蒲郡市大塚町西屋敷



30 安井建設 株式会社(アトリエ・コ・ラボ) 愛知県江南市赤童子町南山

31 株式会社 イシハラスタイル 愛知県西尾市寺津町亀井

32 株式会社 ゆい・リビング 愛知県西尾市住崎丁目

33 ホンダトーヨー住器 株式会社 愛知県大府市東新町

34 株式会社 カネロク建設 愛知県知立市西町本田

35 有限会社 林美建 愛知県豊橋市佐藤

36 ニコハウス設計室 愛知県豊橋市杉山町字東原

37 青山建設 株式会社 愛知県豊橋市東新町

38 株式会社 イトコー 愛知県豊川市諏訪西町

39 有限会社 梅村工務店 愛知県豊田市亀首町町屋洞

40 アンシン建設興業 株式会社 愛知県豊田市高丘新町上平地

41 大進建設 株式会社 愛知県豊田市上郷町本田

42 株式会社金澤建築 愛知県豊田市保見町松本

43 株式会社 和工務店 愛知県名古屋市中村区豊国通パルティール豊国通Ｆ

44 阿部建設 株式会社 愛知県名古屋市北区黒川本通

45 ニケンハウジング株式会社 愛知県名古屋市緑区左京山

46 愛知県名古屋市緑区平手北

47 スタジオダイワ 株式会社 愛媛県四国中央市妻鳥町

48 株式会社 クリエイト伸 愛媛県四国中央市村松町

49 株式会社 コラボハウス 愛媛県松山市久万ノ台 F

50 株式会社 ヒロ建設工業 愛媛県松山市竹原

51 株式会社 アイホーム 愛媛県松山市東垣生町

52 エフリッジホーム 株式会社 茨城県鉾田市柏熊

53 カナエル家　株式会社竹屋 茨城県龍ケ崎市川余郷

54 潮建設工業 株式会社 岡山県岡山市中区東川原

55 株式会社 デザイナーズハウス木屋 岡山県岡山市北区下中野

56 株式会社 タウンハウス 岡山県岡山市北区大元上町

57 株式会社 タカ建築 岡山県岡山市北区田中

58 株式会社 ネクサスアーキテクト 岡山県倉敷市玉島八島

59 株式会社 ハウジング塚本 岡山県倉敷市児島下の町

60 株式会社 木絆 岡山県倉敷市上富井

61 有限会社 マツミ住宅 岡山県倉敷市神田



62 株式会社 中祥建設　WARAOYA STYLE 岡山県倉敷市中庄

63 株式会社 後藤勘四朗商店 岡山県津山市中之町

64 息吹木の家 株式会社 岡山県津山市東田辺

65 株式会社 有本建設 岡山県備前市伊部

66 株式会社 近藤建設興業 岡山市北区津島京町

67 丸八住宅 株式会社 岐阜県加茂郡白川町黒川

68 富田製材 有限会社 岐阜県加茂郡富加町滝田

69 株式会社エムズアソシエイツ 岐阜県岐阜市芋島

70 凰建設 株式会社 岐阜県岐阜市芥見南山

71 株式会社 高橋建設 岐阜県郡上市白鳥町白鳥

72 有建築設計舎 岐阜県多治見市三笠町　コ・ラボ多治見G

73 安江工務店 岐阜県中津川市付知町

74 株式会社 森住建 岐阜県揖斐郡池田町八幡

75 株式会社 リビングプラザ 岐阜県養老郡養老町高田

76 有限会社 浜砂住建 宮崎県宮崎市清武町今泉甲

77 菅勝一級建築士事務所 宮城県気仙沼市川原崎

78 株式会社 スイコー 宮城県仙台市泉区松森字陣ヶ原

79 有限会社 佐七建設 宮城県大崎市三本木字東浦

80 株式会社ハウスアップ 京都府京都市伏見区深草直違橋七丁目番地

81 garDEN 株式会社 京都府京都市北区小山西大野町

82 株式会社 三友工務店 熊本県熊本市中央区神水本町

83 野積建設 株式会社 群馬県安中市中宿

84 株式会社 我が家 群馬県高崎市吉井町小串

85 橋本建設 株式会社 広島県広島市安佐南区上安

86 株式会社 大喜 広島県広島市安佐南区西原

87 株式会社 ゴジョウ 広島県広島市佐伯区石内南

88 株式会社 エヌテック 広島県広島市西区大宮

89 中川建設 株式会社 広島県大竹市松ケ原町

90 ホームクリエたくみ 広島県東広島市八本松東

91 大畑建設 株式会社 広島県福山市瀬戸町長和

92 水の葉設計社 香川県丸亀市垂水町

93 藤田摂建築設計事務所 香川県高松市春日町 春日ビルF



94 passive design house MiRaie 香川県高松市多肥上町

95 株式会社 アトムアソート 香川県高松市伏石町

96 株式会社 アンビエントホールディングス 香川県高松市伏石町　アシストビルF

97 株式会社　金丸工務店 香川県三豊市豊中町本山甲

98 株式会社 静谷建築設計 埼玉県さいたま市中央区本町東

99 株式会社 無添加計画 埼玉県さいたま市南区文蔵

100 株式会社 奥山建設 埼玉県ふじみ野市福岡中央

101 株式会社 千葉工務店 埼玉県越谷市大成町

102 一級建築士事務所 co-designstudio 埼玉県川口市石神

103 株式会社 三協建設 埼玉県飯能市落合

104 ささ木暮らし設計 埼玉県北足立郡伊奈町西小針

105 株式会社 蓮見工務店 埼玉県北本市本宿

106 株式会社 小林建設 埼玉県本庄市児玉町児玉

107 森大建地産 株式会社 三重県伊賀市猿野

108 三栄林産 株式会社 三重県亀山市加太中在家

109 ハウスクラフト 株式会社 三重県三重郡菰野町福村

110 株式会社 ヨハネハウス 山口県岩国市南岩国町

111 株式会社 丸正渡邊工務所 山梨県甲府市青葉町

112 株式会社 ARMS 滋賀県大津市におの浜四丁目

113 株式会社 建築工房自然木 鹿児島県鹿児島市永吉

114 MBC開発 株式会社 鹿児島県鹿児島市樋之口町

115 丸久建設 株式会社 鹿児島県出水市昭和町

116 株式会社 住まいず 鹿児島県霧島市隼人町内山田

117 株式会社フラワーホーム 新潟県十日町市中条甲番地

118 和ごころ工房(大栄建設株式会社住宅事業部） 新潟県上越市上中田

119 有限会社 山崎ハウジング 新潟県上越市上中田

120 上越木材興業 株式会社 新潟県上越市新光町

121 大栄建設 株式会社 新潟県上越市南本町

122 株式会社 北村建築工房 神奈川県横須賀市追浜東町

123 有限会社 加藤忠男 静岡県駿東郡清水町徳倉

124 株式会社 浅田建設 静岡県沼津市吉田町

125 ティアラ 株式会社 静岡県焼津市上小杉



126 株式会社 住家 静岡県静岡市駿河区中原

127 駿河工房 株式会社 静岡県静岡市駿河区桃園町

128 株式会社リメックス 静岡県静岡市駿河区八幡

129 株式会社　ヤマタケ建設 静岡県藤枝市益津下

130 株式会社 育暮家ハイホームス 静岡県藤枝市青南町

131 株式会社 三共建材 静岡営業所 静岡県藤枝市緑町

132 株式会社 カーサ 静岡県浜松市西区大久保町

133 有限会社 大石設計室 静岡県浜松市中区和合町

134 桂住宅株式会社 静岡県浜松市東区薬師町

135 株式会社 三共建材 静岡県浜松市東区流通元町

136 三共建材グループ（団体） 静岡県浜松市東区流通元町

137 富士木材 株式会社 静岡県富士市下横割

138 青木工務店 静岡県富士市厚原ー

139 喜多ハウジング 株式会社 石川県金沢市新保本

140 株式会社 ハヤシ工務店 千葉県旭市三川

141 株式会社 住工房スタイル 千葉県印旛郡栄町安食

142 有限会社 ハッタハ工務店 千葉県印旛郡栄町安食

143 宮崎建設 有限会社 千葉県柏市豊四季

144 株式会社 六條工務店 大阪府高槻市唐崎中

145 株式会社 六條工務店 大阪府高槻市唐崎中

146 有限会社ギミックデザイン 大阪府堺市北区新金岡町

147 有限会社 羽根建築工房 大阪府大阪市旭区森小路

148 株式会社 木村工務店 大阪府大阪市生野区小路東

149 イビケン 株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀 明治安田生命肥後橋ビルF

150 株式会社 山本博工務店 大阪府大阪市東淀川区豊里

151 フクダ・ロングライフデザイン株式会社 大阪府大阪市福島区福島

152 ミズノライフクリエイト 大阪府大阪市平野区平野本町

153 株式会社 建築士事務所 民家 大阪府大阪市淀川区新高

154 住まいと環境社 大阪府池田市旭丘

155 株式会社 木楽舎 あんどう住宅設計室 大分県大分市椎迫 ドエールオオキ

156 株式会社 阿部建設 大分県中津市大字角木

157 イソップハウス 株式会社 長野県伊那市下新田



158 株式会社　ランバーテック 長野県松本市笹賀

159 株式会社 信州ハウジング 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪

160 アトリエくら 長野県上田市中央

161 有限会社 山三 長野県中野市中野

162 徳武建設 株式会社 長野県長野市若槻東条

163 株式会社 フジックス 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕

164 長嶺建設 株式会社 島根県鹿足郡津和野町青原

165 タケシバ建設 島根県出雲市小山町

166 島根パッシブデザイン研究会（団体） 島根県松江市山代町

167 有限会社 小沢工業 島根県松江市馬潟町

168 株式会社　大丸建設 東京都稲城市大丸

169 東商住建 株式会社 東京都江戸川区南篠崎町

170 日本ボレイト 株式会社 東京都江東区毛利 三喜ビルF

171 株式会社 エヌ・シー・エヌ 東京都港区港南 DBC品川東急ビル

172 株式会社 アールシーコア 東京都渋谷区神泉町　神泉風來ビルF

173 株式会社 アーキスタジオ一級建築士事務所 東京都新宿区下落合　目白タキシマビルＦ

174 株式会社ＫＵＲＡＳＵ 東京都世田谷区奥沢

175 株式会社 真柄工務店 東京都西東京市田無町　ミアネロ

176 岡庭建設 株式会社 東京都西東京市富士町

177 株式会社 LIXIL 東京都千代田区霞が関霞が関ビル階

178 全国スーパーウォール会 事務局 東京都千代田区霞が関霞が関ビル階　（株）ＬＩＸＩＬセールスプロモーション統括部 

179 一般財団法人 ベターリビング 東京都千代田区富士見 ステージビルディング

180 株式会社 小河原建設 東京都中野区中央

181 相羽建設 株式会社 東京都東村山市本町

182 有限会社　田中住建 東京都府中市宮町

183 株式会社 参創ハウテック 東京都文京区大塚　住友成泉小石川ビルF

184 株式会社 松島組 徳島県吉野川市鴨島町牛島

185 株式会社誉建設 徳島県徳島市国府町北岩延字中屋敷

186 株式会社 エムズ 徳島県徳島市春日

187 K-support 徳島県徳島市八万町川南

188 株式会社 セイコーハウジング 徳島県徳島市北矢三町

189 株式会社 小堀建設 栃木県宇都宮市下栗町



190 有限会社 オストコーポレーション北関東 栃木県佐野市閑馬町

191 株式会社 平野木材 奈良県磯城郡田原本町薬王寺

192 株式会社 創造工舎 フラン真美ヶ丘 奈良県北葛城郡広陵町馬見中

193 アイ設計事務所(永森建設 株式会社） 福井県福井市上北野丁目番号

194 有限会社建築工房やました屋 福岡県飯塚市横田

195 株式会社 馬渡ホーム 福岡県福岡市西区野方

196 株式会社 アーキシティ研究所 福岡県福岡市中央区赤坂

197 千建築設計 福岡県福岡市中央区舞鶴

198 エコワークス 株式会社 福岡県福岡市博多区竹丘町

199 株式会社 FANFARE 福岡県福岡市博多区博多駅東 博多駅東尾崎ビル

200 星和住研 株式会社 福岡県北九州市小倉南区徳力

201 九州ヂャニターサービス 株式会社 福岡県北九州市小倉北区真鶴

202 一級建築士事務所　ののデザイン 福岡市南区高宮

203 末永木材 株式会社 福島県伊達市梁川町柳田字町頭

204 胡桃設計 一級建築士事務所 兵庫県伊丹市中央 マルシェ階

205 株式会社 スナガワ 兵庫県高砂市中筋

206 栗林設計アトリエ 兵庫県神戸市須磨区北落合

207 株式会社 アトリエ空一級建築士事務所 兵庫県神戸市東灘区住吉山手

208 三喜谷建築 兵庫県西宮市甲陽園西山町

209 今村産業 株式会社 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒

210 米谷良章設計工房 兵庫県宝塚市旭町

211 株式会社 三和建設 兵庫県宝塚市小浜

212 株式会社　勝美住宅 兵庫県明石市花園町番地

213 株式会社Ｌａｂｏ 兵庫県明石市松の内丁目

214 日置建設 株式会社 兵庫県明石市大久保町江井島

215 株式会社 英興 和歌山県西牟婁郡上富田町下鮎川

216 株式会社 山長商店 和歌山県田辺市新庄町

217 株式会社 清水工務店(本社) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川

218 株式会社 浅井良工務店 和歌山県和歌山市築港


