
土佐材パートナー企業一覧 令和４年６月17日時点

No

1 株式会社黒木建築設計事務所 香川県高松市塩上町三丁目3-3 087-861-8211

2 戸塚元雄建築設計事務所 香川県高松市栗林町3-9-14 087-834-6813

3 株式会社雑賀工務店 香川県高松市桜町二丁目８-10 087-833-5544　 http://saiga-k.co.jp/

4 エヌケー建設株式会社 香川県高松市木太町5098-４ 0120-17-7768 http://www.nkk-cm.com/

5 あなぶきホーム株式会社 香川県高松市木太町2190番地3 0120-888-176 http://www.anabukihome.jp/company/

6 株式会社フォレストホーム 香川県高松市木太町3591-１ 087-837-0880 http://forest-home.co.jp/

7 アーブルホーム株式会社 香川県高松市木太町1673-1 087-880-7550 https://arbrehome.jp/

8 清水設計一級建築士事務所 香川県高松市屋島西町2274番地15-3-102 087-844-4226 https://shimizu-act.com/

9 有限会社黒石建設 香川県高松市牟礼町牟礼947-3 087-845-5209 http://www.kuroishi.jp/

10 有限会社吉建 香川県高松市香川町川東下1343 087-879-4102

11 有限会社向井建設 香川県高松市飯田町400 087-881-2922 http://mukaikensetsu1950.com/

12 建築工房ライズ株式会社 香川県高松市多肥下町429-1 087-865-3559 http://kobo-rise.com/

13 有限会社小松秀行建築工房 香川県高松市多肥上町1882-36 087-889-7871 http://khkk.net/index.html

14 東海工業株式会社 香川県高松市三名町674ｰ7 087-888-6006

15 有限会社村尾工務店 香川県高松市寺井町196-2 087-885-1619 http://www.moku-moku.jp/index.html

16 エムアイ・アーキテクト 香川県丸亀市田村町1114-6 0877-24-4285 http://miarchitect.pro.tok2.com/

17 有限会社和住宅 香川県丸亀市飯野町東分931-1 0877-43-2753 http://nagomi-jyutaku.jp/

18 建築屋株式会社 香川県丸亀市川西町北645番地２ 0877-89-5235 http://kenchikuya.biz/

19 株式会社ビルド 香川県仲多度郡多度津町北鴨3丁目3番35号 0877-33-4098

20 建築工房なな色プラス 香川県仲多度郡まんのう町東高篠734-4 0877-75-1907

21 株式会社石川組 香川県観音寺市吉岡町214-7 0875-25-4761 http://i-dessin-takamatsu.com/ig/

22 株式会社菅組 香川県三豊市仁尾町仁尾辛15-１ 0875-82-2441 http://www.suga-ac.co.jp/

23 株式会社金丸工務店 香川県三豊市豊中町本山甲853番地６ 0875-62-4070 http://www.kanamaru2.com/

24 株式会社富山総合建築 香川県三豊市豊中町岡本520-1 0875-57-6340 http://www.tomi-ken.com/

25 室内楽 香川県さぬき市鴨庄3800-6 087-894-0650 http://www.u-raku.com/

26 ヒロセ設計株式会社 香川県さぬき市寒川町石田東甲993 0120-43-0444 http://www.hirose-sekkei.jp/

27

28

徳島県 29

30

31

32

33

34

35

36 0836-36-4790

37 0836-84-7445

38 有限会社設計処草庵 大阪府大阪市北区同心一丁目7-13-303 06-4800-2711 http://www.soann.co.jp/

39 福山住宅株式会社 大阪府大阪市北区天神橋3-8-6 0120-82-8812 http://www.fukuyamahome.co.jp/

40 萩野設計工房 大阪府大阪市北区天満1-16-7-302 06-6881-1249 http://www.haginoplan.com/

41 株式会社建築士事務所民家 大阪府大阪市淀川区新高4-10-25 06-6395-8215 http://min-ka.jp/beliefs/index.html

42 株式会社山本博工務店 大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目26番7号 06-6370-2088 http://himawari-home.com/

43 株式会社宝工務店 大阪市東成区東今里2丁目10-12 06-6748-0381 http://takara-kabusiki.jp/about/

44 松建築工房 大阪府大阪市鶴見区今津中1-2-9 06-6964-0696 http://house-aa.jp/tatekae/

45 一般社団法人いい家塾 大阪府大阪市天王寺区生玉寺町1-13　ｻﾝｾｯﾄﾋﾙ６Ｆ 06-6773-3423 http://e-iejuku.jp/

46 株式会社荻田建築事務所 大阪府大阪市生野区巽東1-1-32 06-6758-1100 https://o-ken-design.co.jp/

47 株式会社岩鶴工務店 大阪府大阪市阿倍野区美章園2-21-13 06-6719-0031

48 株式会社夢工房 大阪府大阪市阿倍野区王子町2-17-26 06-6625-5621 http://www.yume-studio.jp/

地域 企業名 住所 TEL HP

有限会社和田建設 愛媛県新居浜市八幡一丁目２-55 0897-46-0424 http://www.wadakenhome.co.jp/

高松建設株式会社 愛媛県松山市北条辻1136-13 089-993-1223

NPO法人里山の風景をつくる会 徳島県徳島市山城町東浜傍示28-53 088-655-1616 http://www.enjoy-satoyama.jp/

有限会社山口英治建築設計事務所 高知県高知市本町5-1-10ヨンカブルービル４F 088-821-0230 http://e-yamaguchi-architect.jp/

株式会社轟組 高知県高知市荻町1丁目5番13 088-834-1011 https://todoroki.co.jp/

有限会社コアハウス 広島県福山市芦田町上有池426-1 084-958-3111 http://www.corehouse.jp/corehouse2.htm

株式会社大喜 広島県広島市安佐南区西原3丁目13番12号 082-875-3300 http://daiki1970.co.jp/

暮らしの工房楽 広島県広島市安佐南区長楽寺2-16-9 090-2867-1088

株式会社カネイ 山口県防府市新田432-1 0120-33-0438 http://www.kanei-co.jp/

株式会社徳富建築 山口県宇部市大小路三丁目4番40-6号

株式会社中野建築 山口県山陽小野田市大字有帆1608-17 https://nakaken-jp.com/
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No地域 企業名 住所 TEL HP

49 株式会社大庭工務店 大阪府大阪市西淀川区姫島5-1-3 06-6472-0628 https://obakoumuten.co.jp/

50 株式会社和光グループ本社 大阪府大阪市住吉区長居一丁目３-17 0120-75-2255 http://www.wakohgroup.com/

51 Home Design Support 株式会社 大阪府箕面市箕面5丁目12-68　EMIビル2階 072-721-4000 http://home-design.support/

52 株式会社ケイジェイワークス 大阪府箕面市彩都粟生南1-16-29 072-728-5597 http://kjworks.co.jp/

53 阿佐建築工務株式会社 大阪府高槻市京口町８-７ 0120-850-683 http://www.asakenchiku.com/

54 敷島住宅株式会社 大阪府守口市桜町4番17号 06-6992-6733 https://www.shikishima-j.co.jp/

55 株式会社力石建築工房 大阪府守口市南寺方東通3-8-10 06-6993-9910 http://www.ag-lab.co.jp/

56 株式会社えむ工房 大阪府寝屋川市成田東町30番21号 072-835-5035

57 冨田建設株式会社 大阪府大東市大野一丁目4-4 072-872-1348 http://www.tomitaform.com/

58 有限会社中村工務店 大阪府大東市深野4-8-40 072-875-0839 http://www.nakamura-komuten.jp/

59 株式会社小川建設 大阪府交野市私部2-32-18 072-810-7373 http://www.minka7373.com/

60 株式会社ソーラーコム 大阪府東大阪市森河内西１丁目21-32 0120-678-813 http://www.solarcom.jp/

61 輝建設株式会社 大阪府東大阪市東石切町五丁目４-54 072-987-2200 http://www.terukensetsu.jp/

62 株式会社住まい工房　集 大阪府堺市南区高尾1丁目358番５ 072-274-7757 http://www.sk-shiyu.co.jp/

63 株式会社関西第一ホーム 大阪府堺市西区下田町26-22 072-261-9900 http://www.kanichi.info/

64 株式会社木匠 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北3丁目6-27 0725-33-8780 http://www.mokusyou.jp/index.html

65 株式会社ダイワ建設企画 大阪府阪南市箱作3520-5 072-476-3551 http://www.daiwakensetsukikaku.com/

66 有限会社あかい工房 兵庫県神戸市北区長尾町上津4217 078-986-5348 http://akaikoubou.com/

67 みやび創建株式会社 兵庫県神戸市西区白水２丁目13ｰ9ｰ102 078ｰ976ｰ4006

68 有限会社ビームスコンストラクション 兵庫県神戸市長田区苅藻島町3-9-18 078-651-0855 http://www.cmr.co.jp/about/

69 株式会社総合建築植田 兵庫県淡路市志筑1462-6 0799-62-3184 http://www.skueta.com/

70 株式会社戎工務店 兵庫県神戸市灘区岩屋中町1丁目2番9号 078-881-0701 http://www.ebisu-k.co.jp/

71 有限会社池田住宅建設 兵庫県尼崎市富松町四丁目2-19 06-6422-6000 http://www.ihb.co.jp/

72 株式会社大川工務店 兵庫県尼崎市瓦宮一丁目4-18 0120-44-5063 http://www.ookawa-koumuten.co.jp/

73 株式会社染の川組 兵庫県伊丹市南本町3-4-14 072-782-3570 http://www.somenogawa.co.jp/index.html

74 カコイ建設 兵庫県伊丹市南町四丁目5-22 0727-72-6228

75 株式会社シーエッチ建築工房 兵庫県宝塚市仁川台76番地 0798-52-8863 https://www.ch-wood.co.jp/

76 STUDIO　FUTAGAWA 兵庫県宝塚市谷口町1-10-508 0797-71-1330 http://futagawa.asia/index.html

77 株式会社坂井建築事務所 兵庫県川西市鼓が滝一丁目20-27 072-774-3737 http://www.saka1.com/

78 株式会社グートンライフ 兵庫県川西市緑台1-3-3 0120-817-910 http://www.good-on.co.jp/

79 株式会社ミキホーム 兵庫県養父市上箇５５-５ 0120-064-104 http://www.miki-home.co.jp/

80 木質空間創作工房一級建築士事務所 兵庫県西宮市東山台2丁目16-10 0797-63-3515

81 株式会社塩山工務店 兵庫県三田市駅前町10-18 079-562-4414 http://www.shioyama.net/

82 株式会社大市住宅産業 兵庫県丹波篠山市吹新64-2 079-590-1233 http://www.daiichijutaku.com/

83 有限会社和高住宅 兵庫県姫路市東辻井1-13-40 079-294-2077 http://www.wakou-j.com/

84 株式会社高谷工務店 兵庫県姫路市夢前町前之庄3126ｰ3 079ｰ336ｰ0376 https://www.hadashinoie.net/

85 有限会社藤原建築工房 兵庫県三木市末広三丁目10-22 0794-86-2100 http://www.fujiwara2100.sakura.ne.jp/

86 株式会社山本工務店 兵庫県加古川市米田町平津450-12 079-440-8237 https://kakogawa.mypl.net/shop/00000356617/

87 株式会社田代工務店 兵庫県加古川市八幡町中西条260 079-438-5652 http://www.tashiro.net/

88 株式会社藤保工務店 兵庫県西脇市野村町1800ー25 079-22-3820

89 池尻殖産株式会社 兵庫県たつの市龍野町日飼59番地の10 0120-68-4118 http://www.ikejiri.jp/

90 時任住宅株式会社 京都府下京区東洞院通五条下る和泉町524番地 075-708-5758

91

92 株式会社稔工務店 京都府宇治市槇島町北内66-12 0774-26-6963 https://minorukoumuten.co.jp/

93 株式会社トミタ 京都府京丹後市大宮町周枳1954-1 0772-64-3531 https://www.t-tomita.jp/

滋賀県 94

95

96

石川県 97

株式会社松彦建設工業 京都市西京区大野原上里北ノ町1228-7 075-335-5077 http://www.matsuhiko.co.jp/

豊住研株式会社 滋賀県長浜市西上坂町1025-1 0749-65-2334 http://www.yutaka-juken.co.jp/index.html

東海林建築設計事務所 愛知県名古屋市天白区表山１丁目1602　４号-104 052-853-9817 http://www.tokairin.jp/

住まい工房たくみ設計 愛知県知多郡武豊町字砂川2-92-2 0569-73-0824 http://takumi-cm.com/index.html

株式会社北陸リビング社 石川県能美市辰口町573番地１ 0761-51-2200 http://www.hokurikuliving.com/

京都府

中部（３）
愛知県

関西（57）
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兵庫県

https://obakoumuten.co.jp/
http://www.wakohgroup.com/
http://home-design.support/
http://kjworks.co.jp/
http://www.asakenchiku.com/
https://www.shikishima-j.co.jp/
http://www.ag-lab.co.jp/
http://www.tomitaform.com/
http://www.nakamura-komuten.jp/
http://www.minka7373.com/
http://www.solarcom.jp/
http://www.terukensetsu.jp/
http://www.sk-shiyu.co.jp/
http://www.kanichi.info/
http://www.mokusyou.jp/index.html
http://www.daiwakensetsukikaku.com/
http://akaikoubou.com/
http://www.cmr.co.jp/about/
http://www.skueta.com/
http://www.ebisu-k.co.jp/
http://www.ihb.co.jp/
http://www.ookawa-koumuten.co.jp/
http://www.somenogawa.co.jp/index.html
https://www.ch-wood.co.jp/
http://futagawa.asia/index.html
http://www.saka1.com/
http://www.good-on.co.jp/
http://www.miki-home.co.jp/
http://www.shioyama.net/
http://www.daiichijutaku.com/
http://www.wakou-j.com/
https://www.hadashinoie.net/
http://www.fujiwara2100.sakura.ne.jp/
https://kakogawa.mypl.net/shop/00000356617/
http://www.tashiro.net/
http://www.ikejiri.jp/
http://www.matsuhiko.co.jp/
https://minorukoumuten.co.jp/
https://www.t-tomita.jp/
http://www.yutaka-juken.co.jp/index.html
http://www.tokairin.jp/
http://takumi-cm.com/index.html
http://www.hokurikuliving.com/


No地域 企業名 住所 TEL HP

98 株式会社濱地商会一級建築士事務所 東京都中央区銀座1-3-3銀座西ビルヂング 03-3564-0800 http://hamachi-uesuto.jp/

99 株式会社土手加藤材木店 東京都台東区東浅草1-13-6 03-3876-2296 http://www.dote-hinoki.com/

100 株式会社丸中工務店 東京都足立区西新井1-22-3 03-3890-5581 http://www.kkmarunaka.co.jp/

101 有限会社櫻井工務店 東京都大田区池上3-21-13 03-3754-0705 http://sakurai-km.co.jp/

102 株式会社素材工房 東京都目黒区中根1-10-8 03-5731-3121 http://sozaikoubou.com/

103 スピカ建築工房一級建築士事務所 東京都目黒区下目黒3-5-22 090-3960-3210 http://spicahouse.com/

104 株式会社丸山工務店 東京都世田谷区桜新町2-14-12 03-3420-0277 http://www.maruyamakoumuten.co.jp/

105 有限会社大倉建築事務所 東京都世田谷区南烏山4丁目23番21号101 03-5384-1251 https://www.okurakenchiku.com/

106 大栄工業株式会社 東京都新宿区住吉町11-20 03-3359-0391 http://www.daiei-con.jp/

107 有限会社グローバルホーム 東京都杉並区善福寺2-28-7 03-6768-3271

108 綜合建設株式会社 東京都板橋区志村一丁目2-10 03-3960-8777 http://www.nihonnoki.com/

109 株式会社カツマタ 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-19-22 0422-22-8033 http://www.muku-kinoie.com/

110 一級建築士事務所アトリエ六曜舎 東京都調布市東つつじヶ丘1-2-6 03-6909-1984 http://www.rokuyosha.com/

111 諫早建設株式会社 東京都小平市美園町1-15-10 042-343-7890 http://www.isahaya.co.jp/

112 株式会社大丸建設 東京都稲城市大丸71-2 042-377-4441 http://www.kk-daimaru.co.jp/

113 株式会社トレカーサ工事 神奈川県愛甲郡愛川町角田253-3 046-286-1272 http://www.trecasa.co.jp/

114 株式会社栄工業 神奈川県川崎市川崎区宮前町4-4 044-222-1515 http://www.harunoie.jp/

115 有限会社リフォームプロ 神奈川県川崎市多摩区西生田4-3-29 044-982-5110 https://www.reform-pro.jp/

116 株式会社輝高住研 神奈川県横浜市港北区菊名6-17-13 045-402-2511 http://www.kidaka-j.com/

117 ＡＹ設計室 神奈川県横浜市中区太田町6-82 045-663-5416 http://www12.plala.or.jp/AYdesign/

118 株式会社川島材木店 神奈川県横浜市中区山下町118番地 045-681-7517 https://zaimoku.co.jp/　

119 株式会社ラクジュ 神奈川県横浜市港南区芹が谷4-21-22 0120-987-960 http://lakuju.jp/

120 株式会社笠原工務店 神奈川県横浜市港南区大久保1-15-20 045-842-6603 http://www.kasahara-koumuten.co.jp/

121 株式会社高棟建設工業 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町619-3 045-811-4047 http://www.takamune.co.jp/

122 株式会社加賀妻工務店 神奈川県茅ヶ崎市矢畑1395 0467-87-1711 http://www.kagatuma.co.jp/

123 有限会社小沢工務店 神奈川県平塚市田村一丁目１番地23号 0463-55-0305 http://www.ozawa-k.jp/

124 Atelier Den 神奈川県中都郡二宮町二宮371-1 0463-20-8861

125 株式会社ウッディホーム 千葉県稲毛区長沼原町286-1 0120-17-2506 http://www.woodyhome.com/

126 株式会社佐久間工務店 千葉県千葉市稲毛区作草部町1349-1 043-254-4511 http://www.sakumakoumuten.com/

127 かしの木建設株式会社 千葉県千葉市若葉区千城台西2丁目2番5号 043-237-1886 http://www.k-kasinoki.co.jp/

128 EnLiCo株式会社 千葉県流山市大字東深井65-７ 04-7152-5555 https://enlico-earth.com/

129 大畠稜司建築設計事務所 千葉県松戸市常磐平陣屋前1-13-103 047ｰ375ｰ8058 https://ohata-aaa.jp/

130 株式会社DAISHU 千葉県市川市市川2丁目11番15号 0120-844-200 http://www.daishu.co.jp/

131 株式会社東洋ハウジング 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷3-2-9 0120-44-6480 https://www.toyo-housing.jp/

132 内呂建築設計事務所/（株）オフィスU 千葉県柏市花野井217-14 04-7128-6350 https://www.u-ao.net/

133 株式会社interiorMoRo 千葉県市原市出津50-9 0436-77-0528 http://interiormoro.jp/

134 ラクーネル株式会社 千葉県市原市千種5丁目12番1 0436-60-2511 https://lakuhnel-chiba.co.jp/

135 株式会社千葉工務店 埼玉県越谷市大成町6-237 048-985-7002 http://www.chiba-arc.co.jp/

136 株式会社匠建築工房 埼玉県春日部市谷原二丁目１-１ 048-753-5050 http://www.takumi-kk.com/

137 株式会社櫻井洋志建築研究所 埼玉県春日部市小渕1187-2-2 048-872-7717

138 アーキネットデザイン 埼玉県ふじみ野市うれし野1-3-14-２F 049-237-7670 https://www.archi-netdesign-llc-kikaku.com/home

139 日栄商事株式会社 茨城県常総市水海道山田町4663 0297-22-1511 http://www.nichiei-syoji.jp/

140 株式会社旭興業 茨木県古河市釈迦1286番地 0280-92-0222

茨城県 141 株式会社篠原工務店 茨城県猿島郡境町76-1 0280-87-6666 http://shinohara-sakai.co.jp/

群馬県 142

143

144 有限会社コアホーム 099-260-0635 https://www.corehome.jp/

145

株式会社BRAIN 群馬県太田市大原町2423-1 0277-79-0027 http://brain-home.co.jp/

株式会社感動 鹿児島県鹿児島市西陵３丁目28番22号2階 099ｰ296ｰ8881 https://can-do.biz/

鹿児島県鹿児島市小松原２丁目33番22号

ﾓﾃﾞﾙ的商業用施設（1） 社会福祉法人山寿会 高知県高知市円行寺52-11 088-823-3031 http://www.sanjyukai.com/

埼玉県

九州（２）
鹿児島

県

関東（45）

東京都

神奈川
県

千葉県
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