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○

東京都

中村尚司

21-0149 （株）リオ・ホールディングス
経理部 部長

千代田区 永田町２－１２－４
赤坂山王センタービル

03-5156-8885

東京都

藤本泰敬

真柄建設（株）
11-0102 東京支店 建築事業部 工事課 所長

千代田区 東神田１－１１－１４
トーシン東神田ビル

03-5822-7271

東京都

和久裕幸

11-0071 （株）ライフデザイン

千代田区 富士見２－１１－１３

03-5275-5650

東京都

田中孝和

（株）日鉄コミュニティ
中央区 日本橋１－２１－５
11-0084 建築・リフォーム事業部 住宅リフォームグル 木村實業ビル４階
ープ

03-5202-2829

東京都

浅賀久範

イトーピアホーム（株）
11-0028 リモデリング事業本部 マネージャー

03-5204-0720

東京都

柳田稔

フロンティアコンストラクション＆パートナーズ 中央区 八重洲２－２－１
96-0097 （株）
ダイヤ八重洲ビル８階
建築部門業務企画

03-5255-3400

東京都

西山正道

東京ガス（株）
96-0074 ライフバル推進部

港区 海岸１－５－２０

03-5400-3739

東京都

今西尚子

東京ガス（株）
96-0155 リビング企画部

港区 海岸１－５－２０

03-5400-3704

東京都

成瀬裕一郎

（株）長谷工リフォーム
26-0149 東京支店 営業１部

港区 芝２－２９－１４

03-3457-1264

東京都

竹田透

26-0126 （株）長谷工スマイルコミュニティ

港区 芝２－３１－１５
北海芝ビル

03-3455-0217

東京都

岩本秀樹

三井デザインテック（株）
96-0175 リビングデザイン営業部

港区 芝３－２－１８
ＮＢＦ芝公園ビル２階

03-6366-3139

東京都

各務謙司

26-0089 カガミ建築計画

港区 白金台３－１２－２－３０３

03-5789-4146

東京都

栗田修一

96-0157 （株）八千建工

港区 六本木６－８－１０
ＳＴＥＰ六本木ＷＥＳＴ１階

03-5411-7988

東京都

塩津裕

サンウエーブリビングデザイン（株）
11-0039 取締役営業統括部長

新宿区 若松町３１－４

03-5285-2790

東京都

倉原潤

Ｋ’ｓ ｗｏｒｋｓ
21-0057 代表

新宿区 上落合２－２５－１

03-3227-2645

東京都

邑橋あすみ

三井ホームリモデリング（株）
11-0118 営業推進部

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４５階

03-6367-3833

東京都

中川高雄

三井ホームリモデリング（株）
11-0008 技術推進部 アシスタントマネジャー

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４５階

03-6367-3832

東京都

宮田健矢

11-0072 三井ホームリモデリング（株）

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４７階

03-6758-3181

東京都

伊藤修身

三井ホームリモデリング（株）
11-0004 新宿営業所 マネジャー

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４７階

03-6758-3180

東京都

和久井進平

三井ホームリモデリング（株）
11-0075 東京中央営業所

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４７階

03-6758-3182

東京都

磯部健介

三井ホームリモデリング（株）
11-0078 東京中央営業所 アシスタントマネージャー

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４７階

03-6758-3182

東京都

行方重典

三井ホームリモデリング（株）
11-0110 東京東営業所

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル４７階

03-6758-3183

東京都

貫井達雄

三井ホーム（株）
11-0115 リフォーム推進室 マネジャー

新宿区 西新宿２－１－１
新宿三井ビル５３階

03-3346-4428

東京都

根上聡史

新宿区 西新宿２－３－１
新宿モノリスビル２４階

03-3344-7097

東京都

腰塚修

旭化成不動産レジデンス（株）
26-0032 ソリューション営業部 シニア住宅開発グルー
プチーフマネージャー
住友不動産（株）
11-0098 住宅再生事業本部 マンション新築そっくりさ
ん東京事業所

新宿区 西新宿２－４－１
新宿ＮＳビル２０階

03-3346-8949

東京都

島田佳彦

（株）ＩＮＡ新建築研究所
11-0031 設計部

文京区 白山３－１－８

03-5802-3233

東京都

橋本豊太郎

東京器工（株）
96-0231 企画部 部長代理

台東区 松が谷１－３－３

03-3842-2310

東京都

原田信行

21-0043

江東区 南砂２－３－６－５１５

03-3699-6268

中央区 日本橋２－１－１０
柳屋ビル４階
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東京都

福島祥則

11-0011 ナイスリフォームプラザ（株）

江東区 木場６－４－１３
タテノビル２階

03-5633-7140

東京都

野澤由美

26-0104 （有）野澤工務店

品川区 西五反田４－１６－２０

03-3493-1913

東京都

谷川昌

（株）サンゲツ
11-0091 東京店 営業開発２課

品川区 東品川３－２０－１７

03-3474-1245

東京都

加藤裕人

ミサワホーム（株）
11-0125 東京ＣＳ推進部 東京支社お客様センター

品川区 南大井６－２５－３
いちご大森ビル６階

03-5753-7398

東京都

齋美紀

ミサワホームイング（株）
11-0079 東京東支店 城南営業部

品川区 南大井６－２５－３
ビリーブ大森６階

03-5753-7365

東京都

徳増和江

96-0055 東京ガスライフバル目黒（株）

目黒区 目黒３－１－３

03-3760-8590

東京都

若杉健志

セダー建設（株）
11-0169 専務取締役

大田区 上池台３－１８－１

03-3729-8181

東京都

茂木英嗣

（株）フォリス
11-0126 建装事業部 建装２課

大田区 西蒲田８－２０－２

03-5714-2211

東京都

橳嶌隆也

11-0005

大田区 南雪谷１－１０－５－３１２

090-3800-4434

東京都

田巻健

（株）シグマテック
26-0111 工事部 部長

世田谷区 下馬３－３２－６

03-5460-0544

東京都

松田智仁

（株）シグマテック
26-0110 工事課長

世田谷区 下馬３－３２－６－１階

03-5433-0544

東京都

三枝達郎

21-0108 （株）ミナミ住設

世田谷区 玉堤１－２９－８

03-3704-5611

○

東京都

秋山延江

ＡＩプラニング
96-0177 代表

世田谷区 桜上水２－２－１３－３０４

03-3303-1532

○

東京都

荒井尚子

96-0142 Ａ・ｄｅｓｉｇｎ二級建築士事務所

世田谷区 桜上水４－１６－１

03-5357-8280

東京都

近藤聡子

ミサワホームイング（株）
11-0038 東京西支店 世田谷営業部 ２課

世田谷区 船橋１－３７－６－Ｂ１階

03-5450-3312

東京都

長屋友子

光リビング（株）
26-0060 営業部

世田谷区 船橋２－１９－１４

03-3484-0252

東京都

福田恵理

21-0064 ナチュラルユニーク一級建築士事務所

世田谷区 船橋５－３３－２２－３１２

03-3306-6703

東京都

長尾剛

（財）世田谷トラストまちづくり
26-0122 住まいづくり課 住宅係 住宅維持管理担当
主任主事

世田谷区 北沢２－８－１８
北沢タウンホール７階

03-6407-3303

東京都

山﨑寛晃

住友林業ホームテック（株）
11-0097 城南支店 リフォームエンジニア 主任

世田谷区 用賀４－１０－１
世田谷ビジネススクエア２４階

03-5491-4131

東京都

今泉満夫

（株）テイエムケイ一級建築士事務所
11-0027 代表取締役

渋谷区 猿楽町５－１０

03-3496-3451

東京都

八木通徳

ＭＹ Ｍ・Ｙ Total design office
26-0016 代表

渋谷区 猿楽町５－１７
第一西尾ビル３０１ （株）神谷デザイン事務所内

03-5428-3457

東京都

重田尚宏

（株）建築設計同人あらき
11-0035 代表取締役

渋谷区 渋谷２－６－６
ドエル青山１０１

03-3409-7727

○

東京都

畠山正比古

（株）メイビ
21-0094 取締役 建設担当

渋谷区 千駄ヶ谷３－５６－７
ＹＴビル

03-5786-3232

○

東京都

樋之口賢二

ジェイアール東日本ビルテック（株）
26-0077 住宅部 設計工事グループ 総括主任

渋谷区 代々木１－６０－１１
東京興産ビル９階

03-5351-5563

東京都

末延豊子

（有）ケアデザインステーション
96-0262 代表取締役

中野区 上高田４－３２－８

03-3387-9827

東京都

茂庭功一

（株）茂庭工務店
11-0101 代表取締役

中野区 南台５－１２－４

03-3229-5794

東京都

荒木義美

（株）細田工務店
26-0081 カスタマーサポートセンター リフォームグル 杉並区 阿佐谷南３－３５－２１
ープ 部長

03-5397-8810

東京都

森清輝

（株）細田工務店
11-0119 技術開発部 技術開発課 主任

03-5397-7752

杉並区 阿佐谷南３－３５－２１
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○

東京都

山本純一

26-0138

杉並区 久我山１－２－１５

03-6803-0428

東京都

久保島君代

96-0324 二級建築士事務所久保島住空間設計室

杉並区 久我山４－５０－２７

03-3331-8488

東京都

植杉剛

96-0350 メイコー（株）

杉並区 高円寺南４－３４－１６

03-3312-5251

東京都

青木隆之

11-0090 人仕まちネットワーク

杉並区 梅里２－２９－１
廣瀬ビル１階

03-5377-7166

東京都

藤井研策

ミサワホームイング（株）
11-0094 杉並営業部

杉並区 浜田山３－３０－４
ツインクルビル２階

03-5316-3737

東京都

太田順子

11-0107 リデコムデザイン

杉並区 本天沼１－２０－３

03-3395-1226

東京都

稲田一貴

（株）東急コミュニティー
11-0009 首都圏第２事業部 リフォームチーム

豊島区 池袋２－７７－５
フォーラム・アイエス３階

03-3980-7815

東京都

大﨑正則

21-0139 （株）大﨑建工舎

豊島区 池袋本町３－２０－３－１０１

03-5950-0434

東京都

西岡正州

三井ホームリモデリング（株）
11-0087 東京北営業所 所長代理

豊島区 南大塚２－２５－１５
Ｓｏｕｔｈ新大塚ビル３階

03-5977-3101

東京都

山本健二

日本総合住生活（株）
11-0010 東京北支店 設備課 副長

板橋区 高島平２－３３－２

03-3936-2039

東京都

齋藤英里

11-0099

練馬区 下石神井４－３３－１６
コスモスパジオ下石神井１０５

03-6317-7036

東京都

三谷清

11-0130 マド建築設計

練馬区 谷原３－１８－１３

03-5393-0335

東京都

堀江隆

96-0213

練馬区 田柄２－３６－１７

03-3979-9037

○

東京都

大友弘美

（株）トゥインクル
96-0096 代表取締役

練馬区 田柄３－１２－１７
松本ビル１階

03-3970-2966

○

東京都

深谷昇

96-0235 （株）サト商ビルフレックス

練馬区 練馬３－２４－６

03-3993-5265

○

東京都

楠栄治

ミサワホームイング（株）
21-0120 東京営業部

足立区 千住１－４－１
東京芸術センター

03-5813-3013

東京都

斉藤雅司

11-0100 （株）アースデザイン

足立区 中央本町２－２５－５
クレインパレス１０１

03-5888-5882

東京都

三浦昭一

昭和ハウス工業（株）
21-0077 代表取締役

江戸川区 興宮町１９－２

03-5607-4111

東京都

渡邊好造

（株）ウィングス
96-0039 代表取締役

江戸川区 鹿骨５－３０－７

03-3676-5219

東京都

久富良勝

アトリエ・サーバス（株）
26-0120 代表取締役

江戸川区 新堀１－２５－２

03-5666-8566

東京都

山本文子

96-0220

江戸川区 西一之江３－１－２－４０３

03-5607-6443

東京都

佐々木久幸

ミサワホームイング（株）
11-0042 東京西支店 多摩営業部 部長

八王子市 松木３１－８
ＭＩＳＨ １階

042-670-8155

東京都

大谷巌

96-0086 （株）サーブ・コーポレーション

八王子市 大楽寺町２８８－１

042-624-8008

○

東京都

黒川潤

96-0017 ミサワホームイング（株）

八王子市 片倉町１２２１－２０

042-636-5050

○

東京都

石田功太郎

沖島工業（株）
96-0366 リレイション事業部 グループ次長

武蔵野市 中町３－１－２

0422-52-3963

東京都

小澤文明

96-0030 （株）小澤住まい工房

府中市 栄町１－８－９

042-368-2551

東京都

生田目新一

林建設（株）
11-0131 営業部 統括部長

調布市 小島町２－５６－３

042-486-1123

東京都

後谷武治

林建設（株）
26-0080 設計室 設計室長

調布市 小島町２－５６－３

042-486-1110
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東京都

流石智久

26-0024 白馬建設（株）
国立営業所 課長

国立市 中１－１９－１０
ビッググラッドビル２階

050-2018-0565

東京都

岡部亜希

96-0190 一級建築工事務所さくら設計室

国立市 富士見台４－４５－２１

042-519-3082

東京都

大渕正

96-0347 一般社団法人雨漏り検診技術開発研究所

清瀬市 元町２－１４－１８

042-495-9685

○

東京都

関和秀

11-0040 （株）関工務店

清瀬市 中里１－７３３

042-495-8404

○

東京都

太田美智子

96-0293

多摩市 一ノ宮１－１３－５

042-389-5410

○

東京都

池田沙置子

21-0196 ライファ多摩 （株）インテリアヒロセ

多摩市 貝取１－４７－６

042-373-8866

東京都

三浦障司

（有）多摩住宅
96-0256 代表取締役

多摩市 諏訪１－１８－２５

042-374-0706

東京都

近藤貴宏

ホームテック（株）
26-0105 リフォームプライス 武蔵野店

西東京市 新町２－５－１１

042-260-3951

東京都

森坂利満

26-5003 森坂建築デザイン湘南事務室

新島村 本村１－２－１３

04992-5-0745
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○

○

