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No 会　社　名 代表者名 郵便番号 住　　　所 電話番号
ＪＢＮ
会　員

増改築
相談員

1 株式会社青葉建設 清森　満 930-0822 富山市新屋70-8 076-451-8228 ○ ○

2 株式会社赤井建設 赤井　英雄 933-0234 射水市海老江七軒1491 0766-86-0071 ○

3 株式会社アキ 加藤　明博 932-0862 小矢部市五郎丸62 0766-69-8703 ○ ○

4 株式会社アディック 藁谷　進 930-0834 富山市問屋町2-10-19 076-400-7757 ○

5 アルスホーム株式会社 山海　満也 939-2708
富山市婦中町島本郷1-1
富山イノベーションパーク内

076-492-9966 ○

6 五十嵐建設株式会社 五十嵐　健昇 930-2206 富山市金山新330-1 076-435-1714 ○

7 株式会社石原建築 石田　保弘 939-2304 富山市八尾町黒田11 076-454-4616 ○ ○

8 ウッドリンク株式会社 原野　剛行 934-0056 射水市寺塚原415 0766-84-4477

9 有限会社梅清建設 梅清　喜一 939-2741 富山市婦中町中名1229-2 076-466-3476 ○

10 有限会社エスケーシー 島津　仁一 932-0048 小矢部市八和町10-32 0766-68-2000 ○

11 株式会社大田工務店 大田　栄州 930-0914 富山市向新庄荏原223 076-423-2817

12 有限会社岡本工務店 岡本　貴亘 937-0044 魚津市横枕143-2 0765-24-3711 ○ ○

13 オダケホーム株式会社 小竹　秀子 939-0303 射水市西高木1184 0766-55-4100 ○

14 オダニホーム株式会社 尾谷　清光 937-0041 魚津市吉島1127-12 0765-24-8821 ○ ○

15 有限会社河﨑建設 河﨑　秋良 939-8063 富山市小杉821-9 076-429-8743 ○ ○

16 株式会社北島工務店 北島　芳信 939-1742 南砺市吉江野222（福光） 0763-52-1392 ○ ○

17 有限会社キタノ住建 北野　哲正 930-1315 富山市中番204 076-483-2755 ○

18 株式会社共栄ホームズ 武田　安弘 939-2717 富山市婦中町上田島52-3 076-466-3091 ○

19 株式会社荒栄建設興業 荒川　高吉 939-8211 富山市二口町1-10-1 076-491-1118 ○ ○

20 株式会社五郎工務店 五郎　孝浩 933-0204 射水市加茂中部860 0766-59-2256 ○ ○

21 株式会社五割一分 角谷　茂 930-0077 富山市磯部町3-8-6 076-491-4951 ○

22 サンエー建工株式会社 原野　博明 939-1315 砺波市太田1877 0763-33-2415 ○

23 株式会社清水工務店 清水　祐信 931-8333 富山市蓮町1-12-25 076-437-8118 ○

24 正栄産業株式会社 森藤　正浩 939-8211 富山市二口町5-10-6 076-423-0644 ○

25 有限会社正保建築工務店
正保　巧嗣
正保　久男

935-0112 氷見市飯久保125 0766-91-0325 ○
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26 セキホーム株式会社 関口　学 939-8075 富山市今泉167-3 076-482-5514 ○

27 株式会社総合資格　富山支店 野村　昌弘 930-0082
富山市桜木町1-29
アイザック城址公園前ビル3F

076-439-1011 ―

28 株式会社ダイテック 堀　　誠 140-0013
東京都品川区南大井6-16-19
大森MHビル4F

03-5762-8660
関連事業
者会員

―

29 タカノホーム株式会社 髙野　二朗 939-8611 富山市今泉西部町7-１ 076-425-1211 ○ ○

30 株式会社竹田木材 竹田　敏信 939-1315 砺波市太田470 0763-32-4202 ○

31 田知本建設株式会社 田知本　睦 939-8064 富山市赤田625-2 076-425-8800 ○

32 株式会社玉家建設
神　和成
平蔵　英司

921-8011
939-8208

金沢市入江3-29
富山市布瀬町南2-7-１

076-291-3411
076-491-6830

○ ○

33 チューモク株式会社 澤田　喜朗 939-1704 南砺市田中793 0763-52-2808 ○ ○

34 辻工務店株式会社 辻　公哲 939-2206 富山市坂本243 076-468-2556 ○ ○

35 有限会社出木野屋 高島　和人 933-0325 高岡市立野2720 0766-31-1401 ○

36 砺波工業株式会社 上田　信和 933-0858 高岡市泉町2-40 0766-22-3467

37 株式会社トミソー 木村　嘉秀 939-8271 富山市太郎丸西町2-4-9 076-491-1333 ○

38 株式会社とやまアイホーム 村西　和則 930-0814 富山市下冨居2-5-6 076-433-4225 ○

39 株式会社富山合同木材市場 中島　一雄 930-0835 富山市上冨居118-27 076-452-1155

40 株式会社中田工務店 中田　幸男 939-2718 富山市婦中町分田157 076-466-2727 ○ ○

41 有限会社ナカムラ 中村　満 939-2741 富山市婦中町中名1293 076-466-3752 ○ ○

42 永森建設工業株式会社 永森　忠志 939-0341 射水市三ケ3973 0766-55-3933

43 野島建設株式会社 野島　比呂司 937-0806 魚津市友道390-1 0765-24-6330

44 株式会社ノルディックホームトヤマ 渋谷　豊 930-0066 富山市千石町6-2-7 076-421-2002 ○ ○

45 株式会社ハウジング丸高 片境　清巳 934-0032 射水市片口374-1 0766-83-0378 ○

46 株式会社ひまわりほーむ 加葉田　和夫
921-8062
939-8262

金沢市新保本4-66-6
富山市婦中町塚原1177

076-269-8100
076-492-6616

○

47 有限会社フジホーム 永栄　一男
939-1366
939-8272

砺波市表町1-44
富山市太郎丸本町4-3-2

0763-33-2777
076-492-5189

○

48 株式会社北新建工 北川　剛 930-2247 富山市四方新出町1424-1 076-435-2680 ○ ○

49 ホンボ建設 本保　孝之 939-0341 射水市三ケ435 0766-55-1888 ○ ○

50 株式会社マイホームタナカ 田中　哲 933-0871 高岡市駅南4-3-16 0766-24-5578

51 株式会社松井製材所 松井　洋司 939-1636 南砺市福光1522 0763-52-0160 ○

52 松島工業株式会社 松嶋　節郎 939-1104 高岡市戸出町3-1-72 0766-63-0580 ○
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53 丸昇建設株式会社 向川　博之 939-8177 富山市安養寺1215 076-429-1127 ○ ○

54 丸高木材株式会社 片境　博 934-0058 射水市川口997 0766-82-5101 ○

55 株式会社丸和 林　俊成 930-0835 富山市上冨居1-7-2 076-411-5808 ○

56 有限会社ミタカ建設 定嶋　隆司 939-1341 砺波市高波400 0763-32-5145 ○

57 株式会社ミヅホ建設 長森　稔 939-8057 富山市堀243-1 076-423-6226 ○ ○

58 株式会社宮崎工務店 山森　文暁 930-0032 富山市栄町1-7-13 076-423-2642 ○

59 株式会社ミヤワキ建設 宮脇　悦夫 933-0826 高岡市佐野1400-1 0766-26-2581 ○

60 株式会社村田工務店 村田　博司 939-2252 富山市上大久保2170 076-467-0087 ○ ○

61 株式会社モット日本海ガス 福島　正久 939-8214 富山市黒崎405-6 076-425-2525 ○

62 株式会社山下ホーム 山下　輝雄 937-0017 魚津市江口567-1 0765-24-9116 ○ ○

63 株式会社山秀木材（ヤマヒデホーム） 山田　由理枝 939-1362 砺波市鍋島129-3 0763-32-7077 ○

64 株式会社横川組 横川　信之 932-0231 南砺市山見1260-1 0763-82-1639

65 米井建設株式会社 米井　賢治 930-0342 中新川郡上市町神明町77 076-472-4466 ○

66 株式会社頼成工務店 安田　信夫 939-2734 富山市婦中町新屋507 076-465-1001 ○ ○

67 ワイケイホーム株式会社 米山　幸男 939-0341 射水市三ケ2279-6 0766-56-3300


