
一般社団法人耐震住宅100％実行委員会 耐震住宅100％安心Ｒ住宅事業 構成員リスト（2019年12月末）

一般社団法人耐震住宅100％実行委員会 耐震住宅100％安心Ｒ住宅事業 構成員一覧 （当法人会員で宅建業者登録されている会員）

法人名 郵便番号 所在地・都道府県 所在地・住所 電話番号

株式会社アースティック 807-0807 福岡県 北九州市八幡西区本城学研台3丁目17番15号 093-691-3130

Ｒ.クラフト株式会社 343-0022 埼玉県 越谷市東大沢3-25-7 048-951-3755

株式会社アールシーコア 150-0045 東京都 渋谷区神泉町22-2神泉風來ビル 03-5790-6500

株式会社あおぞらホーム 632-0004 奈良県 天理市櫟本町970 0743-65-1103

株式会社アキヤマ 424-0886 静岡県 静岡市清水区草薙１−１４−１３ 0543-45-1735

株式会社浅井良工務店 640-8287 和歌山県 和歌山市築港３丁目２９−４ 0734-31-3429

アドヴァンスアーキテクツ株式会社 590-0923 大阪府 堺市堺区北旅籠町東1丁目1-10 072-247-8751

株式会社インフィルプラス 432-8066 静岡県 浜松市西区志都呂町二丁目41-3 053-440-0445

株式会社ウエカド 736-0033 広島県 安芸郡海田町南本町４−１０−２ 082-823-3744

株式会社エーティーエム建築 630-8013 奈良県 奈良市三条大路5-3-28 0742-93-4500

株式会社エナミホームズ 462-0024 愛知県 名古屋市北区鳩岡２−１８−１１鳩岡コーポラス１Ｆ 052-917-6221

 株式会社エヌ・シー・エヌ 108-0075 東京都 港区港南1-7-18 03-6872-5601

株式会社小田急ハウジング 151-0061 東京都 渋谷区初台１−４７−１小田急西新宿ビル８階 03-3379-6183

株式会社キリガヤ 249-0002 神奈川県 逗子市山の根1-2-35 046-873-0066

クウェスト株式会社 151-0073 東京都 渋谷区笹塚２−４１−１３ 03-5351-0206

株式会社クラフト 300-0038 茨城県 土浦市大町13-16 029-879-8833

株式会社黒木建設 812-0006 福岡県 福岡市博多区上牟田１−２２−６ 092-411-7300

株式会社興和アークビルド 158-0098 東京都 世田谷区上用賀１−８−９ 03-5716-3511

近藤建設工業株式会社 425-0036 静岡県 焼津市西小川2-1-21 054-621-3000

サンキホーム株式会社 251-0043 神奈川県 藤沢市辻堂元町四丁目15番17号 0466-33-3336

株式会社サンキ建設 607-8080 京都府 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町１０ 075-581-4141

株式会社サンハウス 310-0911 茨城県 水戸市見和２−５４７−３ 029-257-6566

株式会社三和建設 665-0835 兵庫県 宝塚市旭町３−２−１０サンワビル 0797-84-3411

渋沢テクノ建設株式会社 371-0846 群馬県 前橋市元総社町３９５−６０ 027-253-3450

株式会社渋谷 633-0007 奈良県 桜井市大字外山１８６番地の１ 0744-43-1567

志馬建設株式会社 231-0012 神奈川県 横浜市中区相生町6-104-2横浜相生町ビル10階 045-227-6066

自由宅工房株式会社 457-0001 愛知県 名古屋市南区平子二丁目２４番１２号 052-819-6311

鈴木建設株式会社 272-0821 千葉県 市川市下貝塚1-13-16 047-322-8111

株式会社素箱 167-8555 東京都 三鷹市井の頭3-7-5 三鷹モデルハウス 03-5335-7357
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法人名 郵便番号 所在地・都道府県 所在地・住所 電話番号

株式会社関工務所 378-0101 群馬県 利根郡川場村大字谷地１９５０ 0278-52-2239

株式会社タイコーアーキテクト 578-0971 大阪府 東大阪市鴻池本町6番32号 06-6746-8530

株式会社大三商行 290-0069 千葉県 市原市八幡北町２−１１−１ 0436-41-0355

株式会社デザオ建設 607-8357 京都府 京都市山科区西野櫃川町５０−１ 075-594-0666

栃井建設工業株式会社 501-0105 岐阜県 岐阜市河渡３丁目１３８番地 058-252-0022

株式会社仲昌 597-0082 大阪府 貝塚市石才183 072-415-3355

ニケンハウジング株式会社 458-0825 愛知県 名古屋市緑区左京山６０２ 052-622-2018

西日本グッドパートナー株式会社 870-0839 大分県 大分市金池南1-3-31 097-514-0007

ピアホーム建設株式会社 560-0054 大阪府 豊中市桜の町３丁目１番１号 06-6854-8000

有限会社ひかり工務店 561-0852 大阪府 豊中市服部本町1-8-5 06-6863-2222

株式会社富士建設 253-0041 神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目２番６６号 0467-85-3900

株式会社平成建設 410-0022 静岡県 沼津市大岡１５４０−１ 055-962-1000

株式会社マイ工務店 632-0094 奈良県 天理市前栽町309-2 0743-69-5551

松代建設工業株式会社 381-2247 ⾧野県 ⾧野市青木島1-2-1 026-247-8240

株式会社ＭＩＫＩホーム 562-0001 大阪府 箕面市箕面６−４−３ 072-720-5662

宮部建設株式会社 501-3217 岐阜県 関市下有知１５４６番地の２ 0575-24-0123

株式会社MUJI HOUSE 170-8424 東京都 豊島区東池袋４−２６−３ 03-3989-7731

株式会社銘建 747-0044 山口県 防府市佐波1-9-5 0835-23-8500

吉川不動産株式会社 950-2004 新潟県 新潟市西区平島1丁目5番地1 025-231-3438

株式会社Lib Work 861-0541 熊本県 山鹿市鍋田178-1 0968-44-3559

幸和ハウジング株式会社 435-0052 静岡県 浜松市東区天王町１１４７−１ 053-461-1155

株式会社住創館 368-0046 埼玉県 秩父市宮側町20-21原島ビル1階 0494-25-1254

株式会社ダイトー建設不動産 250-0852 神奈川県 小田原市栢山506-1パストラル宮ノ上103 0465-39-3388

太豊建設株式会社 142-0042 東京都 品川区豊町５丁目１６番２２号 03-3786-3880

株式会社高砂建設 335-0004 埼玉県 蕨市中央１−１０−２ 048-445-5000

立松建設株式会社 490-1143 愛知県 海部郡大治町大字砂子字西腰掛畑１８９５番地 052-444-2118

株式会社日伸建設 509-7201 岐阜県 恵那市大井町１０５８番地の１ 0573-25-6505

株式会社山木屋建設 221-0825 神奈川県 横浜市神奈川区反町４−３７−１ 045-314-7668

地盤ネットホールディングス株式会社 103-0027 東京都 中央区日本橋1-7-9 ダヴィンチ日本橋179ビル2F 03-6265-1803

フリーダムアーキテクツデザイン株式会社 103-0004 東京都 中央区東日本橋3-3-17 RE-KNOW東日本橋B1F 03-5651-1791

株式会社アールプランナー 468-0015 愛知県 名古屋市天白区原2丁目507番地 052-848-0439
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株式会社グリーンランド 262-0033 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷1-3-5 大岩ビル4F 043-272-0050

株式会社新名工務店 541-0045 大阪府 大阪市中央区道修町1丁目4番3号 06-6229-2000

株式会社ハウステックス 184-0002 東京都 小金井市梶野町4-16-10 042-380-5630

株式会社東産業 510-0815 三重県 四日市市野田1-8-38 059-330-4410

株式会社N's Create 980-0011 宮城県 仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル 022-721-7550

東亜ホーム株式会社 791-8021 愛媛県 松山市六軒家町4-24 東亜パークビル 2F 089-924-2455


