
第5号様式
福岡県木造戸建て住宅耐震改修事業者技術講習会受講修了事業者名簿

番号 事業者名 ふりがな 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 事業者HP
耐震改修設計・概算

見積書の無料作成※

1 株式会社住環境工房らしんばん かぶ）じゅうかんきょうこうぼうらしんばん 814-0112 福岡市城南区友丘1-8-50 092-775-5750 092-775-6200 https://www.rashinban.com/ 白水　秀一 対応可

2 カノンスター一級建築士事務所 かのんすたー 819-0375 福岡市西区大字徳永1027-3 092-806-1888 092-303-8569 牟田　哲夫 対応可

3 ＡＫＩＴＯ建築工房一級建築士事務所 あきとけんちくこうぼう 811-4163 宗像市自由ヶ丘8丁目15-6 0940-62-6728 0940-62-6728 真田　政明

4 高取工務店 たかとりこうむてん 811-3223 福津市光陽台2-17-2 090-1166-6580 田村　浩史 対応可

5 有限会社　奥井建設 ゆう）おくいけんせつ 811-4163 宗像市自由ヶ丘9丁目13-3 0940-33-0953 0940-33-5553 http://okui-ken.net 奥井誠 対応可

6 福岡中小建設業協同組合 ふくおかちゅうしょうけんせつぎょうきょうどうくみあい 812-0068 福岡市東区社領1-2-9 092-621-7035 092-621-5788 http://fkchk.net 宇佐美　禎紀 鹿毛　浩幸

7 株式会社　共和住宅 かぶ）きょうわじゅうたく 815-0033 福岡市南区大橋4丁目5番4号 092-551-5481 092-553-1856 https://www.kyowa-jyutaku.com/ 別頭　泰隆 対応可

8 株式会社テイキング・ワン かぶ）ていきんぐ・わん 838-0062 朝倉市堤1549-11 0946-23-8201 0946-23-8202 http://www.taking-one.com/ 田篭　武彦 対応可

9 YOU設計株式会社 ゆうせっけい 803-0804 北九州市小倉北区中井浜5-19-201 093-592-6771 093-592-6770 http://you-structure.com/ 西田　拓矢 対応可

10 九州建築ラボ きゅうしゅうけんちくらぼ 830-0052 久留米市上津町1936-6 080-7986-8249 0942-51-0222 https://www.kyusyukenchikulabo.com/index.php 眞茅　武博 対応可

11 株式会社　毛利建設 かぶ）もうりけんせつ 814-0032 福岡市早良区小田部2丁目18番13号 092-831-0188 092-831-0088 毛利　成希 坂本　信治

12 株式会社　光栄建設 かぶ）こうえいけんせつ 839-0851 久留米市御井町1736-1 0942-27-6202 0942-27-6203 https://www.tnk-koei.co.jp/ 田中　崇浩 対応可

13 株式会社　柿原工務店 かぶ）かきはらこうむてん 807-1313 鞍手郡鞍手町新北1030-1 0949-42-2232 0949-42-5877 http://www.kakihara-bco.com 柿原　豊人 対応可

14 武末建設 たけすえけんせつ 811-1204 那珂川市片縄東1-5-1 092-952-2153 092-953-2958 http://www.takesue-k.com/ 武末　賢次 対応可

15 尾上工務店 おのうえこうむてん 803-0274 北九州市小倉南区長尾6-9-1 093-452-1498 093-383-1499 尾上　修 対応可

16 清興建設株式会社 せいこうけんせつ（かぶ 811-1355 福岡市南区桧原7丁目40-5 092-512-0161 092-512-3325 http://www.q-fukuoka.com/seikou 原田　信一 対応可

17 株式会社　ダイニチ かぶ）だいにち 810-0074 福岡市中央区大手門3丁目14-23 092-715-8888 092-715-4444 http://www.dainiti.co.jp/ 前田　修 対応可

18 有限会社　まつよし ゆう）まつよし 820-1114 飯塚市口原981 0949-62-0011 0949-62-0024 http://matuyosi.web.fc2.com/ 髙取　和生 重田　真宏 対応可

19 株式会社　黒木建設 かぶ）くろきけんせつ 812-0006 福岡市博多区上牟田1-22-6 092-411-7300 092-412-7316 https://e-kuroki.com/ 米永　可菜 森　智紗子

20 株式会社　藤建設 かぶ）とうけんせつ 811-1302 福岡市南区5-8-5 092-581-0382 092-581-1303 http://www.tohkensetu.co.jp/ 藤　恵輔 竹下　美由紀 対応可

21 六社会協同組合 一級建築士事務所 ろくしゃかいきょうどうくみあい 838-1505 朝倉市杷木穂坂１５７ 0946-62-2258 0946-62-2860 森山　建市 対応可

22 株式会社　金氣順也建築工房 かぶ）かねきじゅんやけんちくこうぼう 811-3311 福津市宮司浜2-36-2 0940-52-7822 0940-52-7823 https://jk-koubou.net/ 金氣　順也 池辺　恵

23 梅原建設　株式会社 うめはらけんせつ（かぶ 830-0044 久留米市本町15-25 0942-33-3156 0942-33-5041 http://umehara-cc.jp 梅原　英二 対応可

24 株式会社　システムハウジング かぶ）しすてむはうじんぐ 809-0019 中間市東中間二丁目20番17号 093-245-5414 093-245-5416 http://systemhousing.net/ 中川　亜紀子 対応可

25 想家工房　株式会社 そうかこうぼう　かぶしきがいしゃ 818-0081 筑紫野市針摺東1-6-3 092-285-3492 092-924-5733 https://www.soukakoubou.com/ 上野　亨子 対応可

26 一期一家 いちごいちえ 811-2303 糟屋郡粕屋町酒殿1丁目5-25 080-4038-2193 092-303-8092 濵畑　弘樹 多々良　英和 対応可

27 有限会社　江田建設 ゆう）えだけんせつ 834-0034 八女市高塚135-1 0943-24-5585 0943-24-5660 http://edakensetsu.co.jp/ 三宅　貴生 江田　卓宏 対応可

28 いえあーる合同会社 いえあーるごうどうがいしゃ 811-2209 糟屋郡志免町王子1-2-20 092-936-2598 092-936-2598 https://www.ie-r.jp/ 屋敷　勝 屋敷　真由美 対応可

29 株式会社尾塚建設 かぶしきがいしゃ　おづかけんせつ 811-3122 古賀市薦野1357 092-946-3212 092-946-2475 https://www.ozuka.jp/ 尾塚　亜希子 尾塚　宗典 対応可

30 株式会社穴井工務店 かぶしきがいしゃ　あないこうむてん 814-0155 福岡市城南区東油山1丁目35番7号 092-861-4321 092-861-4786 http://www.anai.co.jp/ 穴井　幸一郎 対応可

31 入江建設株式会社 いりえけんせつかぶしきがいしゃ 818-0041 筑紫野市上古賀1丁目12-10 092-924-2675 092-924-3796 https://irie-con.com/ 井上　貴翔 内野　由章

32 株式会社首藤工務店 かぶしきがいしゃ　しゅとうこうむてん 804-0012 北九州市戸畑区中原東3丁目10番12号093-881-2318 093-881-3096 http://www.shuto-k.com/ 西村　恵理 飯田　孝則 対応可

33 株式会社Ｂａｎ建築工房 かぶしきがいしゃ　ばんけんちくこうぼう 802-0974 北九州市小倉南区徳力4丁目23-23 093-964-0017 093-964-0155 http://ban-kenchikukobo.com/ 山口　伴樹 桑原　未来 対応可

34 プロカド株式会社 ぷろかど　かぶしきがいしゃ　 811-0212 福岡市東区美和台1丁目50番7号 092-608-7337 092-608-7337 https://proscad.co.jp/ 大久保　総一 対応可

35 有限会社コバヤシ ゆうげんがいしゃ　こばやし 824-0026 行橋市道場寺1292-124 0930-55-2280 0930-55-2282 https://kobayashibou.com/ 小林　健一 浜　貴子 対応可

36 ハゼモト建設株式会社 はぜもとけんせつ　かぶしきがいしゃ 802-0064 北九州市小倉北区片野4-12-10 093-931-0521 093-931-0927 https://hazemoto-k.co.jp/ 櫨本　健一 対応可

37 株式会社新田中 かぶしきがいしゃ　しんたなか 807-1102 北九州市八幡西区香月中央1-12-18 093-617-0800 093-617-0801 https://www.n-tanaka.jp/ 田中　邦和 対応可

38 健康住宅株式会社 けんこうじゅうたく　かぶしきがいしゃ 814-0104 福岡市城南区別府5-25-21 092-846-3000 092-841-8500 https://www.kenkoh-jutaku.co.jp/ 藤井　雅志 対応可

　・本名簿は、耐震改修事業者の技術力向上のための講習を受講修了した事業者を記載しています。

受講者氏名

※無料の耐震改修設計と概算見積書の作成には、建物の状況などによって、各社それぞれの条件などがございますので、直接お問い合わせください。
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