
事業者の

電話番号
備考

1 058-273-8855

2 058-231-3950

3 058-233-3020

4 058-276-2441

5 058-214-3510

6 058-251-9254

7 058-248-3151

8 058-245-7261

9 058-268-6002

10 058-212-0380

11 058-212-0380

12 058-212-0380

13 058-273-2351

14 058-245-8535

15 058-252-1292

16 058-252-1292

17 058-232-8189

18 058-251-2392

19 058-297-1970

20 0584-78-8777

21 0584-81-2343

22 0584-71-3112

23 0584-62-6296

24 0577-33-0951

25 0577-33-0951

26 0577-32-1761

27 0577-33-8778

28 0577-32-2430

29 0577-33-7179

30 0572-23-1768

31 0572-24-0267

32 0572-22-7595

33 090-3304-4105

34 0575-24-1185

35 0575-23-5555

36 0573-68-5050株式会社広和木材 中津川市千旦林446 古谷 裕

フジムラ建設有限会社 関市小瀬2738-4 藤村 直樹

株式会社野田建設 関市緑ヶ丘2-5-78 後藤 久基

株式会社ビーシー西部 多治見市赤坂町5-88 西部 将成

有限会社美濃羽建設 関市中之保5048 美濃羽 千之

有限会社三栄 多治見市池田町5丁目311−2 黒田 幹太

株式会社中日ホーム 多治見市大畑町大洞2番地の1 小池 康弘

株式会社田中工務店 高山市岡本町2丁目185番地 田中 武則

嶋田建築事務所 高山市塩屋町485 嶋田 繁

株式会社細江工務店 高山市匠ヶ丘町1-5 細江 伸也

株式会社ベスト・リフォーム 高山市新宮町4305番地 佐藤 みゆき

株式会社ロビン 高山市三福寺町251 井上 なおみ

株式会社ロビン 高山市三福寺町251 平腰 晶代

株式会社倉望工業 大垣市昼飯町373-7 金村 隆史

新幸ホーム株式会社 大垣市墨俣町墨俣1052-1 赤尾 鋭和

株式会社児玉建設 大垣市中野町2-66 児玉 佐武郎

株式会社大日組 大垣市三塚町707 水谷 武

株式会社市川工務店 岐阜市西河渡1-11 加藤 誠

アーキテクトギルド

田中林業
岐阜市中川原2丁目40番 田中 利章

矢島建設興業株式会社 岐阜市木ノ本町2丁目8番地 髙橋 保和

株式会社サンセイ建設 岐阜市上土居3丁目6番3号 神山 誠

株式会社松原建築商事 岐阜市北一色7丁目26-25 松原 光信

矢島建設興業株式会社 岐阜市木ノ本町2丁目8番地 田中 潤治

住友林業ホームテック株式会社

岐阜支店
岐阜市金町6-6ニッセイ岐阜ビル11階 富内 修一

大心産業株式会社 岐阜市六条大溝4-6-9 戸本 雅大

住友林業ホームテック株式会社

岐阜支店
岐阜市金町6-6ニッセイ岐阜ビル11階 ※

住友林業ホームテック株式会社

岐阜支店
岐阜市金町6-6ニッセイ岐阜ビル11階 増田 秀文

剱崎建設株式会社 岐阜市木ノ下町2-5 平木 朗

住友不動産株式会社 岐阜市市橋3-7-17 山口 成人

株式会社ネクスト名和 岐阜市鏡島西3-3-13 名和 豪敏

株式会社飛騨工務店 岐阜市東中島2丁目1番3号 ⾧崎 勝広

株式会社エコストック 岐阜市北鶉2-39 石原 隆博

株式会社エコストック 岐阜市南鶉6丁目12-2 渡辺 真紀子

平成30年度 住宅リフォーム事業者向け耐震改修講習会 受講事業者名簿

株式会社日昂 岐阜市萱場南3丁目1-1 日比野 達也

株式会社馬田工務店 岐阜市打越357-1 馬田 耕一

事業者名 所在地 講習会受講者名

株式会社東光電工社 岐阜市茜部菱野2-113-1 奥村 彰規



37 0573-65-0321

38 0573-65-5171

39 0573-68-2125

40 090-3938-8459

41 0573-75-3212

42 0573-75-2841

43 0573-69-4790

44 0573-68-2145

45 0573-72-2100

46 0573-56-3338

47 0572-67-1798

48 0572-68-5258

49 0572-68-4436

50 058-391-2126

51 058-391-2126

52 058-394-0270

53 058-394-0270

54 058-391-5547

55 0573-25-6505

56 0573-25-6505

57 0573-25-6505

58 0573-26-5122

59 0573-26-5122

60 0573-25-2926

61 0574-25-3357

62 0574-25-6631

63 0574-25-6631

64 0574-25-6631

65 0572-55-8255

66 0572-54-5507

67 0572-54-5507

68 0572-59-5367

69 058-384-1638

70 0586-58-8600

71 058-382-1281

72 058-384-0190

73 058-382-2238

74 058-384-0558

75 058-389-3417

76 058-322-8167

77 058-322-8167

78 058-371-4578有限会社スクラム建築工房 各務原市那加前洞新町1-191-1 嶋田 義博

株式会社大幸住宅楽々工房 各務原市入会町4-1 池冨士 めぐみ

株式会社大幸住宅楽々工房 各務原市入会町4-1 南都 和昌

株式会社イトー住建 各務原市鵜沼三ツ池町3-313 川瀬 敦史

株式会社三陽 各務原市蘇原新栄町2丁目60-1 ⾧尾 誠

マルト後藤建設株式会社 各務原市各務おがせ町5-177 松久 茂彦

株式会社創建 各務原市那加不動丘二丁目33-1 由良 嘉基

土屋建築 各務原市川島松倉町695-1 𠮷田 涼子

日鋼建設株式会社 各務原市那加桐野町3丁目21-2 堀部 克哉

リフォームヒビノ 土岐市肥田町肥田287-312 日比野 和博

沢井建設株式会社 各務原市各務おがせ町3-171 岡部 和幸

丸山建築 土岐市泉東窯町4-62 丸山 幸世

丸山建築 土岐市泉東窯町4-62 丸山 正樹

株式会社新和建設 美濃加茂市本郷町9-15-60 田口 克広

株式会社安藤建設 土岐市泉町定林寺52-1 安藤 公一

株式会社新和建設 美濃加茂市本郷町9-15-60 小西 知子

株式会社新和建設 美濃加茂市本郷町9-15-60 山田 幸

小林住建株式会社 恵那市東野1450-4 小林 正直

株式会社愛和 美濃加茂市本郷町1-7-23 黛 純平

金子建築工業株式会社 恵那市⾧島町正家1-5-5 加藤 英明

金子建築工業株式会社 恵那市⾧島町正家1-5-5 渡邉 崇充

株式会社日伸建設 恵那市大井町1058-1 柘植 清紀

株式会社日伸建設 恵那市大井町1058-1 纐纈 貴広

有限会社ペン・テック 羽島市江吉良町2084 田中 茂

株式会社日伸建設 恵那市大井町1058-1 小出 宏富実

日東工業株式会社 羽島市竹鼻町飯柄816 山田 儀和

日東工業株式会社 羽島市竹鼻町飯柄816 宮川 輝久

株式会社花村材木店 羽島市竹鼻町狐穴3285 花村 𠮷隆

株式会社花村材木店 羽島市竹鼻町狐穴3285 山村 和子

株式会社野平木材 瑞浪市松ヶ瀬町1-9 野平 哲朗

日比野建築 瑞浪市寺河戸町1060-2 日比野 真司

板垣建設株式会社

瑞浪支店
瑞浪市南小田町3-306 越智 剛

加納住建有限会社 瑞浪市稲津町小里1262-3 加納 広正

株式会社金沢材木店 中津川市千旦林619-3 木下 雅詞

株式会社岡山工務店 中津川市福岡685-1 松原 寿樹

HIRO建築 中津川市坂下2385-13 原 弘

有限会社洞田建設 中津川市落合26-610 洞田 ちはる

西尾建築企画事務所 中津川市福岡5番地 西尾 征吾

原享建築事務所 中津川市坂下143-2 原 淳

株式会社ハラモク 中津川市駒場町1-78 林 陽生

高木建設株式会社 中津川市茄子川1683-46 浅倉 充年

株式会社ABCホーム 中津川市手賀野696-36 平井 国芳



79 058-382-8371

80 058-382-8371

81 0574-63-3939

82 0574-63-3939

83 0574-63-3939

84 0574-64-1021

85 0574-42-9001

86 0574-62-1171

87 0574-62-1171

88 0574-63-5551

89 0574-63-5551

90 0574-62-5197

91 0574-24-3655

92 0574-24-3655

93 0574-63-8447

94 0574-63-0739

95 0574-62-1521

96 0574-62-1521

97 0574-63-2803

98 090-9339-8241

99 0574-62-9300

100 0581-22-1290

101 0581-36-2306

102 0581-52-2019

103 058-328-6280

104 058-216-6377

105 058-328-2020

106 0581-34-2029

107 67-0430(0575)

108 0576-52-2320

109 0576-52-3939

110 0576-55-0376

111 0576-52-2114

112 0576-25-2627

113 0576-26-2170

114 0576-28-2321

115 0576-62-2430

116 0576-62-3839

117 0576-27-1101

118 0576-55-0857

119 0576-32-2556

120 0576-55-0829富士工務店 下呂市萩原町尾崎831-4 今井 冨士夫

有限会社都竹建築 下呂市萩原町奥田洞769番地 都竹 晃

有限会社広瀬林業 下呂市金山町下原町283-2 廣瀬 民明

有限会社山和住宅 下呂市小坂町大洞1019 山下 和彦

有限会社田口建築 下呂市夏焼2526-7 伊藤 幹也

山喜建設株式会社 下呂市和佐2447 布目 美智男

有限会社加藤建築 下呂市小坂町小坂町644-6 加藤 孝美

松田建設株式会社 下呂市三原25 田口 清春

丸共建設株式会社 下呂市乗政538 一木 伸太郎

伸幸技建 下呂市荻原町奥田洞260-1 今井 多久美

日産工業株式会社 下呂市萩原町跡津439-1 山下 雄介

株式会社飛騨工務店 下呂市萩原町羽根404 田口 忠広

日下部建設株式会社 下呂市萩原町古関266-1 日下部 剛司

浅川建設株式会社 本巣市曽井中島602-2 堀田 雅之

明建株式会社 郡上市八幡町小野5-15-5 金子 明憲

エムズホーム 瑞穂市別府1079-2 松野 智成

有限会社住まい工房建匠 瑞穂市重里576-1 若原 達夫

野々村建設株式会社 山県市青波90番地1 野々村 精三

椙浦建築 瑞穂市十七条732-6 椙浦 泰生

今瀬建築 山県市高富1599 今瀬 久典

梅田建設株式会社 山県市松尾3-25 土田 裕也

大脇建築 可児市中恵土72-1 大脇 茂

株式会社ギフ建 可児市川合北2丁目156番地1 遠藤 斎

吉田建設株式会社 可児市今渡1852 ⾧瀬 高弘

ハセガワ建築企画 可児市下恵土4229-1 ⾧谷川 浩之

住まいるＢＯＸ 可児市二野2870-1 中井 城嗣

吉田建設株式会社 可児市今渡1852 澤野 親司

有限会社たけひろ建築工房 可児市土田5226番1 加藤 拓哉

有限会社大和建設 可児市下切3235-1 A-5 大山 和則

有限会社真建ホーム 可児市瀬田644 古田 真一

有限会社たけひろ建築工房 可児市土田5226番1 馬場 斉毅

DS TOKAI 株式会社 可児市今渡1155-1 伊藤 正保

DS TOKAI 株式会社 可児市今渡1155-1 中島 匠

小池土木株式会社 可児市広見5丁目77番地 小池 秀治

小池土木株式会社 可児市広見5丁目77番地 田口 里恵

株式会社榊間技建 可児市久々利1736 榊間 正之

株式会社佐合木材 可児市今渡2107-5 ※

株式会社弘栄工務店 可児市下恵土6026 小栗 いずみ

株式会社弘栄工務店 可児市下恵土6026 玉野 睦

はーと木造住居スタジオ 各務原市蘇原野口町2-15-4 ⾧尾 則子

株式会社弘栄工務店 可児市下恵土6026 今井 幸蔵

タグチホーム株式会社 各務原市蘇原野口町2-15-4 田口 元美



121 0584-22-1683

122 0584-22-1683

123 0584-22-1683

124 0584-27-2811

125 0585-23-1671

126 0585-82-1263

127 0585-45-5935

128 0585-45-5935

129 0585-45-5610

130 0574-54-1733

131 0574-48-1137

132 0574-48-1137

133 0574-72-1318

134 0574-77-1255

※ 受講者の希望により非公表

株式会社ミノワ 加茂郡白川町黒川2478番地6 古田 祥人

株式会社丸信住宅産業 加茂郡七宗町中麻生1291-1 舩木 秀祥

丸ス産業株式会社 加茂郡白川町三川1270番地 清水 敏生

アイ・アーキテクト 加茂郡富加町加治田2553 石原 靖子

株式会社丸信住宅産業 加茂郡七宗町中麻生1291-1 渡辺 秀樹

株式会社河村綜建 揖斐郡池田町田畑699-3 河村 元繁

窪田住研建築事務所 揖斐郡池田町萩原1074 窪田 一馬

株式会社ファミリースポット

マブチ
揖斐郡大野町黒野1839-1 馬渕 明美

株式会社河村綜建 揖斐郡池田町田畑699-3 河村 義明

大場建設株式会社 安八郡神戸町大字和泉832番地 大場 光晴

株式会社

空間工房 森田
揖斐郡揖斐川町上野2196-11 森田 清一

藤井建設株式会社 不破郡垂井町1808 藤井 松男

藤井建設株式会社 不破郡垂井町1808 藤井 剛和

藤井建設株式会社 不破郡垂井町1808 藤井 江利子


