
■木造住宅耐震改修事業者講習会(2018年度耐震キャンペーン)を受講した施工業者のリスト 　　(平成31年3月現在）
1 講習会概要

講習会名称 木造住宅耐震改修事業者講習会

（共催　東京都、文京区、台東区、江東区、目黒区、中野区、杉並区、北区、板橋区、江戸川区、八王子市、青梅市、昭島市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、狛江市、稲城市、あきる野市、西東京市）

開催日時 平成30年12月14日（金曜日）14時から18時まで

開催場所 東京都庁第一本庁舎５階大会議場

講習会受講者数 150名（うちリスト掲載者130名）

2 講習会を受講した施工業者のリスト 　

※本講習会を受講した方のうち、東京都及び共催区市で本講習会を受講した施工業者として、受講者氏名及び受講者の勤務先名称、住所、電話番号を東京都及び共催区市のホームページに

   掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方を掲載しております。

※本リストの掲載期間は平成31年3月から平成33年3月までを予定しております。

※建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号は平成31年2月7日時点の情報となります。

東京都木造住宅耐震診
断事務所登録番号

1 中央区 飯田工務店 104-0032 中央区八丁堀2-18-4 03-3551-5894 飯田　恭充 東京都知事許可 第58080号

2 中央区 株式会社ピタコラム 104-0043 中央区湊2-2-5 03-6222-0021 榊原　啓延 国土交通大臣許可 第22713号

3 文京区 株式会社田中工務店 113-0023 文京区向丘2-10-20 03-3814-7891 田中　将司 東京都知事許可 第37847号

4 文京区 株式会社山口工務店 113-0033 文京区本郷3-14-1 03-3811-7834 山口　勝 東京都知事許可 第33825号

5 墨田区 大日向建設株式会社 130-0023 墨田区立川2-1-8 03-3631-4844 大日向　伸介 東京都知事許可 第9021号

6 墨田区 協同組合すみだ建築センター 131-0032 墨田区東向島2-11-13 03-5655-6542 小池　青磁 東京都知事許可 第122417号

7 江東区 江戸川木材工業株式会社 136-8630 江東区新木場1-3-16 03-3521-8232 前田　充国 東京都知事許可 第138006号

8 江東区 住友林業ホームテック株式会社　東京東支店 135-0061
江東区豊洲5-6-15
NBF豊洲ガーデンフロント5階

03-3534-3990 平田　光顕 国土交通大臣許可 第14707号

9 目黒区 哲工房 152-0003 目黒区碑文谷1-3-6 03-3716-5669 市川　隆雄 東京都知事許可 第57362号

10 目黒区 有限会社オリガミックアーキテクチャー 153-0065 目黒区中町2-4-11 03-6676-0676 茶谷　亜矢 東京都知事許可 第136862号

11 目黒区 有限会社コグレ工業 153-0061 目黒区中目黒5-28-11 03-3719-0506 木榑　重光 東京都知事許可 第85015号

12 目黒区 髙橋工務店（髙橋延好） 153-0064 目黒区下目黒4-20-29 03-3711-1800 謝　佳玲 東京都知事許可 第116919号 第631号

    また、上記の掲載内容に加えて、当該受講者リストに建設業許可番号、東京都木造住宅耐震診断事務所登録番号を掲載されることについて、本人及びその勤務先から同意を頂いている方は

    当該登録番号を掲載しております。
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13 目黒区 株式会社東京総建 152-0021 目黒区東が丘2-2-2 03-6450-8671 韮澤　良行 東京都知事許可 第84598号

14 目黒区 株式会社比護工務店 152-0035 目黒区自由が丘1-21-12 03-3723-5447 比護　孝 東京都知事許可 第7168号 第325号

15 目黒区 有限会社平石工務店 153-0064 目黒区下目黒4-23-10 03-3716-2458 平石　善治 東京都知事許可 第122697号

16 目黒区 丸宏建設株式会社 153-0053 目黒区五本木1-33-11 03-3710-9227 遠藤　宏 東京都知事許可 第80214号

17 目黒区 山口建設株式会社 152-0001 目黒区中央町2-19-12 03-3711-0015 山口　安雄 東京都知事許可 第25880号

18 神田　尚美

19 小川　晴彦

20 世田谷区 有限会社臼井工務店 158-0091 世田谷区中町3-21-9 03-3701-5322 臼井　昭雄 東京都知事許可 第46418号

21 世田谷区 有限会社大崎建築事務所 156-0055 世田谷区船橋1-15-1-103 03-3426-1252 大崎　拓朗 東京都知事許可 第123314号 第698号

22 世田谷区 株式会社宮地建築設計 158-0091 世田谷区中町4-27-8 03-6432-1591 宮地　善矢 第430号

23 中野区 株式会社アライワークス 164-0002 中野区上高田5-46-1 03-3386-2708 宮岡　泉 東京都知事許可 第107502号

24 中野区 一級建築士事務所　木下工務店 164-0014 中野区南台2-46-1 03-3380-3800 木下　豊繁 東京都知事許可 第143133号

25 中野区 有限会社サカエ企画 165-0035 中野区白鷺2-49-28 03-5373-4761 松田　栄一 東京都知事許可 第112713号

26 中野区 進藤建設株式会社 164-0012 中野区本町1-25-4 03-3372-5454 進藤　宣良 東京都知事許可 第20522号

27 中野区 株式会社スキップホーム 164-0002 中野区上高田3-33-9 03-5345-5440 米田　英樹 東京都知事許可 第124963号

28 中野区 綜和建設株式会社 164-0014 中野区南台2-13-6 03-5340-7508 古村　正和 東京都知事許可 第86721号

29 中野区 株式会社大日建設 165-0027 中野区野方4-44-10 03-3388-6101 岡本　和彦 東京都知事許可 第42935号

30 中野区 株式会社竹村工務店 164-0012 中野区本町3-12-23 03-3372-2741 竹村　博 東京都知事許可 第35153号

31 中野区 株式会社田建 165-0032 中野区鷲宮6-4-21 03-3926-5977 横田　邦雄 東京都知事許可 第105531号

32 中野区 株式会社遠山工務店 165-0027 中野区野方1-35-15 03-3389-8161 山崎　統 東京都知事許可 第6611号

33 中野区 株式会社樋口工務店 164-0013 中野区弥生町4-5-7 03-3384-1511 樋口　和正 東京都知事許可 第6851号

第140025号レノヴァ株式会社 152-0012 目黒区洗足2-7-23 03-5794-8100 東京都知事許可目黒区
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34 中野区 堀建設株式会社 164-0013 中野区弥生町2-18-7 03-3372-6461 堀　祐宜 東京都知事許可 第031683号

35 中野区 有限会社前田工務店 164-0014 中野区南台3-44-6 03-3380-2929 前田　重春 東京都知事許可 第81836号

36 中野区 明成建設工業株式会社 165-0026
中野区新井2-1-16
KMTビル

03-3289-2571 北村　真行 国土交通大臣許可 第24087号

37 中野区 太和屋産業株式会社 164-0002 中野区上高田3-38-5 03-3389-3351 小山　信 東京都知事許可 第145401号

38 中野区 株式会社若月工務店 165-0023 中野区江原町2-31-7 03-3953-1166 若月　慎司 東京都知事許可 第10527号

39 杉並区 有限会社蒼技建工業 167-0052
杉並区南荻窪1-35-13
Y'sビル1階

03-5941-3573 本田　雄治 東京都知事許可 第126021号

40 杉並区 株式会社アトリエ　ミッド・キューブ 167-0042 杉並区西荻北2-27-8-1108 03-3390-8640 村山　亮 東京都知事許可 第134966号

41 杉並区 株式会社技研 166-0002 杉並区高円寺北3-40-13-102 03-3337-9201 原口　敏春 東京都知事許可 第138692号 第604号

42 杉並区 昭和建設株式会社 167-0032 杉並区天沼1-46-6 03-3392-8228 矢代　捷 東京都知事許可 第6387号

43 杉並区 杉並塗装店 167-0023 杉並区上井草4-6-4-501号 03-6913-6658 三谷　明

44 杉並区 株式会社スタイル工房 166-0016
杉並区成田西3-2-4
K＆3ビル　1F

03-5305-7250 高木　貴弘 国土交通大臣許可 第26399号 第666号

45 前澤　覚

46 武士俣　良史

47 村上　友佳子

48 大山　景太

49 神田　春樹

50 杉並区 株式会社みらいテクノハウス 168-0072 杉並区高井戸東4-1-3 03-5336-7005 今井　公明 東京都知事許可 第125349号 第440号

51 杉並区 有限会社メット・インダストリー 167-0051
杉並区荻窪3-48-7
ユニパリス荻窪1F

03-3220-9226 村内　正秀 東京都知事許可 第130819号 第493号

52 北区 株式会社坂爪建築事務所 114-0023 北区滝野川2-58-1 03-3910-7758 関口　正人 東京都知事許可 第13863号 第58号

53 北区 両角工務店 114-0005 北区栄町25-17 03-3911-9747 両角　文雄 東京都知事許可 第113159号

54 北区 115-0042 北区志茂1-25-14 03-3902-4045 山岸　榮三 東京都知事許可 第21492号

ミサワリフォーム株式会社 168-0072 杉並区高井戸東2-4-5 03-5344-7513 国土交通大臣許可 第21048号 第274号杉並区



東京都木造住宅耐震診
断事務所登録番号

区市町村
所在地

NO

施工業者

名称
郵便番

号
住所 電話番号

本講習会の
受講者氏名

参考

建設業許可番号

55 板橋区 株式会社鹿沼工務店 174-0074 板橋区東新町1-14-12 03-3972-3617 早川　弘美 東京都知事許可 第22922号

56 板橋区 サンホーム株式会社 174-0063 板橋区前野町5-34-12 03-3969-2188 谷口　正人 東京都知事許可 第120649号

57 板橋区 有限会社タカホーム 174-0076 板橋区上板橋3-18-11 03-3931-4496 大野　高義 東京都知事許可 第135016号

58 板橋区 太郎建設株式会社 175-0094 板橋区成増2-23-11 03-3939-8811 竹内　敏雄 国土交通大臣許可 第21354号

59 板橋区 有限会社ナガワ工務店 173-0004 板橋区板橋2-35-13 03-3961-2872 小林　寛司 東京都知事許可 第95745号

60 板橋区 BXゆとりフォーム株式会社 174-0056 板橋区志村1-34-7 03-3558-5761 鴫原　真一 国土交通大臣許可 第21610号 第754号

61 板橋区 株式会社フォルマ 173-0037 板橋区小茂根1-17-6 03-6782-6611 石黒　允侑子 東京都知事許可 第81668号

62 板橋区 マサル建業株式会社 174-0071 板橋区常盤台1-19-8 03-3968-3141 岡田　政明 東京都知事許可 第31501号

63 板橋区 山生建設株式会社 173-0035 板橋区大谷口1-16-5 03-3956-3814 山生　隆司 東京都知事許可 第21534号

64 小山　美香

65 鎌田　真徳

66 足立区 有限会社池内工務店 121-0836 足立区入谷9-31-2 03-3897-1389 池内　政一 東京都知事許可 第90694号

67 足立区 伊藤工務店（伊藤昭治） 123-0873 足立区扇2-6-10 03-3890-4947 伊藤　忠 東京都知事許可 第84953号

68 足立区 岩間工務店 123-0852 足立区関原2-27-2 03-3880-3669 川島　俊一

69 足立区 株式会社太田工務店 121-0812 足立区西保木間2-7-22 03-3884-1024 太田　忠伸 東京都知事許可 第989号 第29号

70 足立区 カミエ建設株式会社 123-0872 足立区江北3-19-8 03-3890-3137 上江　健司 東京都知事許可 第84746号

71 足立区 株式会社倉沢工務店 120-0005 足立区綾瀬1-28-26 03-5629-6520 倉沢　健太郎 東京都知事許可 第76309号

72 伊奈　武吉

73 有金　文江

74 足立区 添田建設株式会社 123-0864
足立区鹿浜6-27-11
添田ビル1F

03-3899-1484 添田　豊 東京都知事許可 第101926号 第154号

75 足立区 有限会社仲喜工務店 123-0841 足立区西新井1-18-1 03-3890-2271 中田　新太郎 東京都知事許可 第81715号

練馬区向山4-35-18 03-3825-8627 東京都知事許可 第75675号 第668号練馬区 立花建設株式会社 176-0022

足立区 株式会社セールランド一級建築士事務所 121-0064 足立区保木間1-7-3 03-5851-9003 東京都知事許可 第123651号
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76 足立区 有限会社布川工務店 121-0063 足立区東保木間2-29-2 03-3883-6679 布川　勝宣 東京都知事許可 第111291号

77 足立区 株式会社丸中工務店 123-0841 足立区西新井1-22-3 03-3890-5581 荒木　久雄 東京都知事許可 第5846号

78 足立区 有限会社宗像工務店 123-0862 足立区皿沼1-18-5 03-3853-7645 宗像　勝彦 東京都知事許可 第78626号

79 足立区 有限会社毛利工務店 123-0843 足立区西新井栄町3-10-19 03-3887-7317 毛利　照夫 東京都知事許可 第4501号

80 足立区 有限会社山木工務店 123-0873 足立区扇2-15-15 03-3890-1435 山木　満雄 東京都知事許可 第52713号

81 江戸川区 株式会社大和創建 134-0083 江戸川区中葛西6-1-1-803 03-3675-2442 加藤　昭子 東京都知事許可 第81066号

82 江戸川区 有限会社津端建設 133-0065 江戸川区南篠崎町2-45-13 03-3679-3197 津端　英男 東京都知事許可 第23244号

83 八王子市 有限会社アビリティーホーム 193-0831
八王子市並木町36-6
アビリティービル1F

042-663-1091 伊達　隼人 東京都知事許可 第136886号

84 八王子市 有限会社猪股工務店 193-0802 八王子市犬目町927-5 042-654-8215 猪股　正一郎 東京都知事許可 第127178号

85 八王子市 海老沢工務店 192-0063 八王子市元横山町2-6-11 042-642-6071 海老沢　秀幸 東京都知事許可 第104125号

86 八王子市 加藤工務店 193-0834 八王子市東浅川町562-5 042-668-1581 加藤　辰男

87 八王子市 丹澤　正輝

88 八王子市 丹澤　芳子

89 八王子市 株式会社ハギサワ建工 192-0152 八王子市美山町1223-3 042-652-5877 萩澤　守 東京都知事許可 第71335号

90 八王子市 森上工務店 193-0835 八王子市千人町1-1-2 042-663-5111 森上　秀男 東京都知事許可 第68761号

91 八王子市 吉田工務店 193-0944 八王子市館町272-4 042-664-7713 吉田　哲男

92 八王子市 株式会社ワーキングスタイル 193-0802 八王子市犬目町288-2 042-655-8377 堂垣　駿介 東京都知事許可 第142029号

93 斉藤　康人

94 斉藤　健一

95 府中市 大樹建設株式会社 183-0021 府中市片町1-14-9 042-335-2550 大木　幸夫 東京都知事許可 第77403号

96 府中市 株式会社末広工務店 183-0052 府中市新町1-56-4 042-366-1119 末廣　秀文 東京都知事許可 第57302号

有限会社丹澤工務店 193-0816 八王子市大楽寺町444-1 042-623-8700 東京都知事許可 第105658号

青梅市 198-0174 青梅市御嶽2-361 042-878-8837浜竹建築
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97 府中市 有限会社タカダ都市設計 183-0042 府中市武蔵台2-16-24 042-359-4323 高田　泰治郎 東京都知事許可 第122891号 第59号

98 府中市 株式会社安村建設コンサルタント 183-0011 府中市白糸台6-59-32 042-363-1100 安村　久泰 東京都知事許可 第81589号

99 昭島市 有限会社岡正建設 196-0003 昭島市松原町1-29-17 042-541-1570 岡部　貴志 東京都知事許可 第118679号

100 昭島市 小澤土建株式会社 196-0004 昭島市緑町2-20-15 042-541-3070 小澤　秀春 東京都知事許可 第4506号

101 昭島市 有限会社野中工務店 196-0024 昭島市宮沢町1-3-23 042-541-7649 野中　利幸 東京都知事許可 第73585号

102 小金井市 株式会社須藤工務店 184-0012 小金井市中町3-24-27 042-383-6180 須藤　善雄 東京都知事許可 第27370号

103 小金井市 中川工務店 184-0004 小金井市本町5-38-5 042-388-3264 中川　和美 東京都知事許可 第136340号

104 小金井市 有限会社真崎工務店 184-0014 小金井市貫井南町1-10-8 042-381-0899 眞﨑　裕順 東京都知事許可 第14687号

105 小金井市 株式会社守屋工務店 184-0015 小金井市貫井北町5-21-2 042-322-5438 守屋　辰彦 東京都知事許可 第20144号

106 小平市 石川建設株式会社 187-0042 小平市仲町217 042-341-2526 淡路　健一 東京都知事許可 第13694号 第367号

107 小平市 株式会社加藤工務店 187-0045 小平市学園西町3-28-21 042-343-2511 加藤　光喜 東京都知事許可 第111942号

108 小平市 前川工務所 187-0011 小平市鈴木町1-38-7 042-323-0474 前川　哲雄 東京都知事許可 第138129号

109 日野市 有限会社ダイシン建築企画 191-0024 日野市万願寺3-15-12 042-584-9633 大久保　彰紀 東京都知事許可 第149445号 第621号

110 日野市 株式会社守重建設 191-0041 日野市南平8-5-17 042-591-2522 守重　昌之 東京都知事許可 第57365号 第403号

111 国分寺市 喜浩建設株式会社 185-0013 国分寺市西恋ケ窪3-35-9 042-321-2055 小俣　浩昭 東京都知事許可 第111014号

112 国分寺市 鯉淵工務店（鯉渕秋男） 185-0022 国分寺市東元町4-9-17 042-321-5770 鯉淵　勝也 東京都知事許可 第44904号

113 国分寺市 有限会社鈴木商事 185-0011
国分寺市本多5-13-7
ナイスプラザ1F

042-321-0528 鈴木　和宏 東京都知事許可 第90881号 第465号

114 国分寺市 株式会社タカシマ 185-0022 国分寺市東元町1-40-11 042-321-6044 髙島　重紀 東京都知事許可 第136424号 第393号

115 国分寺市 冨士土地株式会社 185-0021 国分寺市南町2-16-13 042-324-2201 下満　勝仁 東京都知事許可 第79364号 第143号

116 国立市 総合リフォームＲ．Ｓ．Ｕ 186-0002 国立市東3-7-17-1001 042-572-0269 宇佐美　博

117 国立市 松本建装株式会社 186-0011 国立市谷保6-15-6 042-577-0773 松本　司 東京都知事許可 第56204号
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118 国立市 株式会社三田工務店 186-0012 国立市泉2-2-15 042-572-6760 神成　篤史 東京都知事許可 第53441号

119 狛江市
有限会社コーエイ建装
コーエイ一級建築設計事務所

201-0005 狛江市岩戸南4-18-13 03-3480-4889 知見　孝一 東京都知事許可 第74835号 第537号

120 狛江市 有限会社下村工務店 201-0002 狛江市東野川4-1-18 03-5761-2245 下村　繁昭 東京都知事許可 第87370号

121 狛江市 株式会社鈴木建工 201-0003 狛江市和泉本町1-26-1 03-3489-8802 鈴木　和彦 東京都知事許可 第14553号

122 狛江市 トヨシマ技建 201-0002 狛江市東野川3-17-1-709 03-5497-2505 豊島　武

123 狛江市 有限会社中野工務店 201-0012 狛江市中和泉3-17-14 03-3489-8567 中野　光明 東京都知事許可 第75289号

124 狛江市 雨宮　吉栄

125 狛江市 大久保　信男

126 清瀬市 有限会社山下実工務店 204-0003 清瀬市中里3-874 042-491-0544 山下　一男 東京都知事許可 第28067号

127 稲城市 有限会社髙田工務店 206-0811 稲城市押立870-3 042-377-5359 髙田　良晃 東京都知事許可 第20468号

128 稲城市 有限会社松本工務店 206-0804 稲城市百村134 042-377-7031 松本　幸次郎 東京都知事許可 第981号

129 あきる野市 原田建築 190-0162 あきる野市三内502 042-596-0294 原田　和輝

130 西東京市 株式会社鈴木住研 202-0005 西東京市住吉町2-7-12 042-424-1449 鈴木　芳邦 東京都知事許可 第126763号 第672号

米屋建設株式会社 201-0014 狛江市東和泉3-11-14 03-3488-5155 東京都知事許可 第2826号


