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Ｈ２４
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赤澤工務店 アカザワコウムテン 546-0001 大阪市東住吉区今林２－１３－３３ 06-6714-4714 - ○ - 大阪市

アルテ設計事務所 アルテセッケイジムショ 530-0015
大阪市北区中崎西１－４－２２
梅田東ビル３１８号室

06-6131-4572 http://www.eonet.ne.jp/~arte/ ○ 大阪市 -

一級建築士事務所啓設計
イッキュウケンチクシジムショ
ケイセッケイ

546-0033 大阪市東住吉区南田辺１－８－１２－２０２ 06-6654-3247 - ○
大阪市
堺市

-

一級建築士事務所幹設計
イッキュウケンチクシジムショ
ミキセッケイ

596-0024 岸和田市春木宮川町２－１８ 072-436-7114 - × - 岸和田市

一級建築士事務所　井戸田精一　アトリ
エ

イッキュウケンチクシジムショイ
ドタセイイチアトリエ

579-8012 東大阪市上石切町１－１２－３０ 072-921-4907 http://grape.boy.jp/ ○ - 東大阪市

今井工務店一級建築士事務所
イマイコウムテン
イッキュウケンチクシジムショ

546-0043 大阪市東住吉区駒川３－２１－１５ 06-6629-0231 - ○ 大阪市 -

エッグ住まいる工房 エッグスマイルコウボウ 567-0854 茨木市島３－４－５ 072-657-0701 http://www.egg-jp.com/ ○ 高槻市 -

エトワール設計事務所 エトワールセッケイジムショ 593-8326 堺市西区鳳西町２－２７１ 072-268-5501 http://www.etoile-archi.com ×
堺市
和泉市

堺市

Mスタイル エムスタイル 572-0001 寝屋川市成田東町３０－２１ 072-835-5035 - ○ 枚方市 -

岡田一級建築士事務所
オカダイッキュウ
ケンチクシジムショ

545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南２－１５－１７ 06-6714-6693 http://www.jin.ne.jp/oado/ × 大阪市 寝屋川市

岡田１級建築設計事務所
オカダイッキュウケンチク
セッケイジムショ

562-0043 箕面市桜井２－６－６ 072-722-0043 - × 箕面市 -

岡田デザインルーム オカダデザインルーム 611-0025 京都府宇治市神明宮北１３－４ 0774-22-7826 - ○ 高槻市 -

株式会社アリス建築設計事務所
カブシキガイシャ
アリスケンチクセッケイジムショ

573-0027
枚方市大垣内町２－７－２１
岡本ビル

072-841-1715 - ○ - 門真市

株式会社アルトワン カブシキガイシャアルトワン 596-0833 岸和田市神須屋町３９０ 072-427-3456 http://alt1.co.jp/ ○ - 岸和田市

株式会社伊藤建築コンサルタント
カブシキガイシャイトウケンチク
コンサルタント

658-0047 神戸市東灘区御影1-17-11 078-846-1224 http://www.inspector.jp/ ○ 岸和田市 -

株式会社エフ・シキシマ
カブシキガイシャ
エフ・シキシマ

573-0128 枚方市津田山手１－８－３５ 072-897-1170 http://f-sikisima.jp/ ○ 枚方市 守口市

株式会社ＥＭＳＳ カブシキガイシャエムズ 599-8121 堺市東区高松３２３番地 072-234-2600 http://www.e-emss.jp ○ 堺市 堺市

株式会社オオトモ建築研究所
カブシキガイシャ
オオトモケンチクケンキュウショ

594-0041 和泉市いぶき野３－１２－９ 0725-56-8764 http://www.ohtomokk.com ○ 和泉市 和泉市

ご利用上の注意

平成２３、２３年度　大阪府の木造住宅耐震設計補助金を活用した実績のある事業者リスト（事業者別）

（１）この、大阪府の木造住宅耐震設計補助金を活用した実績のある事業者リストは、あくまでも平成23年度・24年度の実績として事業者の情報提供を行うものであり、事業者と締結される契約内容等を保障するものではありません。
　　　・事業者の選択は府民自ら責任をもって行いましょう。
　　　・ここで公表している情報に関して事業者や第三者が損害を被った場合においては、その損害を保証することはできません。
　　　・紛争そのものの斡旋、調停及び仲裁は行うことができません。
（２）技術者とは次の者を言います。
　　　①財団法人日本建築防災協会主催木造住宅の耐震診断と補強方法の講習会の受講修了者でありかつ、建築士法（昭和25年法律第202号）第2条第3項に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士。
　　　②社団法人大阪府建築建築士会主催既存木造住宅の耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者。
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株式会社上江工務店
カブシキガイシャ
カミエコウムテン

596-0821 岸和田市小松里町２０２０ 072-445-9971 http://www.kamie-k.co.jp ○ 岸和田市 -

株式会社ｋｉｃｏｒｉ カブシキガイシャキコリ 541-0047
大阪市中央区淡路町２－５－８
船場ビルディング３F

06-4706-4755 http://kicori.co.jp ○ - 東大阪市

株式会社小阪工務店 カブシキガイシャコサカコウムテン 569-0074 高槻市本町１－４０ 072-675-0188 http://www.kosakaweb.jp/ ○ 高槻市 -

株式会社サキコム カブシキガイシャサキコム 569-1042 高槻市南平台１－２－１２ 072-694-2161 http://www.sakicom.co.jp ○
高槻市
茨木市

-

株式会社作本工務店
カブシキガイシャ
サクモトコウムテン

590-0011 堺市堺区香ヶ丘町５－４－５ 072-232-4606 http://www9.ocn.ne.jp/~sakumoto/index.html ○
大阪市
堺市

堺市

株式会社シーエムシー一級建築士事務所
カブシキガイシャシーエムシー
イッキュウケンチクシジムショ

530-0001
大阪市北区梅田２－５－５
横山ビル８Ｆ

06-4798-7890 http://cmc.1ne.cc/index.html ○
大阪市／池田市／箕面市／高
槻市／堺市／八尾市／岸和田

市

大阪市／堺市／箕面市／池田市／吹田市
／高槻市／摂津市／枚方市／八尾市／岸

和田市／和泉市／熊取町

株式会社椎葉工務店
カブシキガイシャ
シイバコウムテン

573-1197 枚方市禁野本町１－８－８ 072-848-8175 http://www.shiiba-komuten.jp ○ - 枚方市

株式会社松栄産商
カブシキガイシャ
ショウエイサンショウ

564-0073 吹田市山手町１－８－２０ 06-6380-1401 http://www.refine-suita.co.jp ○ -
吹田市
摂津市

株式会社住まい工房集
カブシキガイシャ
スマイコウボウシュウ

590-0157 堺市南区高尾１－３５８－１ 072-274-7757 http://www.sk-shiyu.co.jp ○
大阪市
和泉市

-

株式会社匠一級建築士事務所
カブシキガイシャタクミ
イッキュウケンチクシジムショ

532-0012
大阪市淀川区木川東４－５－３
オパル新大阪ビル５０３

06-6300-5800 http://www.takumi100.com ○ 大阪市
大阪市
吹田市

株式会社田中勝工務店
カブシキガイシャ
タナカカツコウムテン

569-0811 高槻市東五百住町３－１１－１１ 072-690-3717 http://tanaka-katsu.com ○ 高槻市 高槻市

株式会社田中建工
カブシキガイシャ
タナカケンコウ

572-0080 寝屋川市香里北之町２３－２ 072-834-7419 http://www.tanaka-kenkou.com ○ - 寝屋川市

株式会社壇建築計画事務所
カブシキガイシャ
ダンケンチクケイカクジムショ

596-0044 岸和田市西之内町２７－５ 072-444-1605 http://www.dan-kenchiku.co.jp/ ○ - 岸和田市

株式会社土屋 カブシキガイシャツチヤ 569-1123 高槻市芥川町２－１８－６ 072-685-5524 http://www.278.co.jp/ ○ 高槻市 高槻市

株式会社中井建築設計事務所
カブシキガイシャ
ナカイケンチクセッケイジムショ

561-0831 豊中市庄内東町３－１－４０ 06-6333-2331
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/~nakai-

ao/index.htm
○ 池田市 池田市

株式会社中嶋工務店
カブシキガイシャ
ナカジマコウムテン

589-0023 大阪狭山市大野台６－１－５ 072-366-6496 http://www.nk10.co.jp/ ○ - 熊取町

株式会社ナカタ カブシキガイシャナカタ 558-0014 大阪市住吉区我孫子５－１－７－６Ｆ 06-6694-6655 http://www.nakata-r.com ○
大阪市
高槻市

大阪市/堺市/箕面市/高槻市

株式会社中田組
カブシキガイシャ
ナカタグミ

544-0012 大阪市生野区巽西３－７－２３ 06-6757-0066 http://www.nakatagumi.co.jp/ ○ 大阪市 大阪市

株式会社西脇工務店
カブシキガイシャ
ニシワキコウムテン

569-0085 高槻市南松原町１０－２６ 072-673-2094 http://www.nhb-arc.co.jp ○ 高槻市 -

株式会社ハウスドクター
カブシキガイシャ
ハウスドクター

567-0864 茨木市沢良宜浜２－１７－１４ 072-634-4412 http://www.housedoctor.co.jp ○ 高槻市 -

株式会社Ｂ＆Ｂ企画
カブシキガイシャ
ビーアンドビーキカク

540-0026 大阪市中央区内本町２－１－５ 06-6944-8260 http://bb-kikaku.com/ × - 大阪市

株式会社ビーバーリフォーム
カブシキガイシャ
ビーバーリフォーム

583-0011 藤井寺市沢田１－３０－１３ 072-953-1871 http://www.beaver-reform.com ○ 八尾市 -
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株式会社日の出組
カブシキガイシャ
ヒノデグミ

574-0042 大東市大野１－１３－１８ 072-872-1212 http://www.hinodegumi.co.jp/ × - 枚方市

株式会社藤谷工務店
カブシキガイシャ
フジタニコウムテン

567-0822 茨木市中村町１６－３７ 072-634-3083 - ○ - 枚方市

株式会社古木屋 カブシキガイシャフルキヤ 584-0040 富田林市かがり台２０－１６ 072-256-4711 http://furukiya.co.jp ○ 岸和田市/和泉市 岸和田市/和泉市

株式会社細越工務店
カブシキガイシャ
ホソコシコウムテン

569-0822 高槻市津之江町２－４０－５ 072-676-0766 http://www.hosokoshi.com ○ 大阪市/高槻市/八尾市 大阪市/吹田市/寝屋川市

株式会社前田組 カブシキガイシャマエダグミ 572-8505 寝屋川市大成町１－１ 072-824-1866 http://www.maedagumi.co.jp ○ 枚方市 枚方市/寝屋川市

株式会社マツハル建設
カブシキガイシャ
マツハルケンセツ

596-0067 岸和田市南町１９－１９ 072-423-1660 - ○ - 岸和田市

株式会社ＭＩＭＡ カブシキガイシャミマ 581-0014 八尾市中田３－１３ 072-922-3714 http://e-mima.net ○ 八尾市 八尾市

株式会社柳原建築測量事務所
カブシキガイシャヤナギハラ
ケンチクソクリョウジムショ

570-0083 守口市京阪本通２－１４－６ 06-6991-2220 - × - 枚方市

株式会社吉村一建設
カブシキガイシャ
ヨシムライチケンセツ

599-8241 堺市中区福田５７８ー６ 072-235-0488 http://www.yoshimuraichi.com ○
河南町
岸和田市

羽曳野市

株式会社ライズ カブシキガイシャライズ 660-0071 兵庫県尼崎市崇徳院１－１６ 06-6411-5011 http://www.rise-ltd.jp ○ 大阪市 大阪市/池田市/箕面市/東大阪市

カメヤグローバル株式会社
カメヤグローバル
カブシキガイシャ

596-0825 岸和田市土生町２－１１－１７ 072-436-1088 http://www.kameya-g.co.jp ○
大阪市
岸和田市

熊取町
岸和田市

河崎工務店 カワサキコウムテン 599-8232 堺市中区新家町７５４－３５ 072-201-1888 - ○ 堺市
堺市

岸和田市

環境計画研究所・一級建築士事務所
カンキョウケイカクケンキュウショ
・イッキュウケンチクシジムショ

565-0803 吹田市新芦屋下２８－１６ 06-6170-8707 http://www.edl-jp.com × 大阪市 高槻市

北谷建設株式会社
キタタニケンセツ
カブシキガイシャ

562-0005 箕面市新稲２－１－４３ 072-723-3431 http://www.kitatanikensetsu.co.jp ○ 箕面市 箕面市

木ノ音工務店 キノオトコウムテン 543-0044 大阪市天王寺区国分町１３－２ 06-6771-8345 - ○ - 枚方市

近鉄不動産株式会社
キンテツフドウサン
カブシキガイシャ

543-0001
大阪市天王寺区上本町６－５－１３
上本町新歌舞伎座ビル

06-6776-3051 http://www.k-newing.com ○ 枚方市 -

黒木義和建築事務所 クロキヨシカズケンチクジムショ 590-0906 堺市堺区三宝町４丁２４０－６-２０２ 072-206-1351 http://www.sakai.zaq.ne.jp/dujwj406/ × - 和泉市

ＫＴ建築企画 ケイテイケンチクキカク 573-0153 枚方市藤阪東町２－１０－６ 072-858-2058 - ○ 枚方市
枚方市
寝屋川市

鴻上建築工房 コウガミケンチクコウボウ 530-0042 大阪市北区天満橋２－４－１８－１２０７ 06-7171-8796 - × 大阪市 大阪市

合同建設株式会社 ゴウドウケンセツカブシキガイシャ 599-8247 堺市中区東山３９３－１ 072-235-1133 - ○ - 堺市

小林設計事務所 コバヤシセッケイジムショ 569-0823 高槻市芝生町２－４－３ 072-690-3571 - ○ - 高槻市

コミュニティ建築事務所 コミュニティケンチクジムショ 534-0026 大阪市都島区網島町１４－８－５０７ 06-6354-0754 - ○ - 大阪市
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茂木商事 シゲキショウジ 569-0087 高槻市千代田町２６－１１ 072-675-6069 http://sighome.blog36.fc2.com ○ 高槻市 高槻市

スペースアート一級建築士事務所
スペースアート
イッキュウケンチクシジムショ

590-0941 堺市堺区材木町西１－２－２２ 072-206-0012 http://www.spaceart-u.com × 八尾市 和泉市

住友林業ホームテック株式会社大阪支店
スミトモリンギョウホームテック
カブシキガイシャオオサカシテン

540-6017
大阪市中央区城見１－２－２７
クリスタルタワー１７階

06-4791-3071 http://www.sumirin-ht.co.jp ○ 大阪市 大阪市

ダイイチホーム株式会社
ダイイチホーム
カブシキガイシャ

571-0005 門真市南野口町４－３９ 072-885-1111 http://www.kibounomachi.com ○ 門真市 -

大樹建設工業株式会社
ダイキケンセツコウギョウ
カブシキガイシャ

538-0053 大阪市鶴見区鶴見３－１１－３０ 06-6915-1213 http://www.osaka-daiki.jp/ ○ - 大阪市

ダイケン企業株式会社一級建築士事務所
ダイケンキギョウカブシキガイシャ
イッキュウケンチクシジムショ

577-0022
東大阪市荒本新町５－３１
オカベビル２Ｆ

06-6789-8260 - ○ 大阪市 -

大伸開発株式会社
タイシンカイハツ
カブシキガイシャ

569-1131 高槻市郡家本町１２－１ 072-686-1230 http://www.djj.co.jp/ ○ 高槻市 高槻市

タイシン設計事務所 タイシンセッケイジムショ 579-8023 東大阪市立花町２－２７ 072-984-5452 - ○ - 八尾市

大長ハウス株式会社
ダイチョウハウス
カブシキガイシャ

545-0023 大阪市阿倍野区王子町２－３－６ 06-6628-0171 http://www.daichou-house.com ○ 大阪市 大阪市

太平ホーム株式会社 タイヘイホームカブシキガイシャ 569-1029 高槻市安岡寺町２－１－７ 072-687-6365 http://taihei-home.com/index.html ○ 高槻市
高槻市
吹田市

高橋一級建築士事務所
タカハシ
イッキュウケンチクシジムショ

595-0802 泉北郡忠岡町高月南２－４－１４ 0725-33-4741 - ○ 忠岡町 -

谷口建設株式会社 タニグチケンセツカブシキガイシャ 596-0112 岸和田市神於町７９ 072-446-1165 http://www.taniguchi-kensetsu.com ○ - 岸和田市

谷本エンジニアリング株式会社
タニモトエンジニアリング
カブシキガイシャ

574-0003 大東市明美の里町３－６２ 072-862-2849 http://www.eonet.ne.jp/~tanimoto-eng ○ 四條畷市 -

タミヤ建築設計株式会社
タミヤケンチクセッケイ
カブシキガイシャ

573-0064 枚方市北中振１－２－８－１０１ 072-837-6520 http://tamiya-act.com/ × -
寝屋川市
枚方市

デザイン・ラボ新川克己一級建築士事務
所

デザイン・ラボシンカワカツミ
イッキュウケンチクシジムショ

540-0039 大阪市中央区東高麗橋３－４－２０２ 06-7504-6137 http://www.d-labo1989.com × 大阪市 -

中井建設株式会社 ナカイケンセツカブシキガイシャ 573-1125 枚方市養父元町５－４０ 072-851-0246 http://www.nakaikensetsu.com ○
枚方市
高槻市

枚方市
八尾市

なちゅらる・すぺーす・でざいん ナチュラル・スペース・デザイン 590-0117 堺市南区高倉台２－１４－３３ 072-284-3577 http://www.sumai-nsd.com ○ 堺市 -

橋本一級建築士事務所
ハシモト
イッキュウケンチクシジムショ

547-0012 大阪市平野区長吉六反１－３－２２ 06-6790-4066 - ○ 堺市 -

畑中工務店株式会社
ハタナカコウムテン
カブシキガイシャ

592-0005 高石市千代田１－２３ー２０ 072-262-1940 http://www.hatanaka-koumuten.com ○ - 和泉市

パナホ-ムリフォ-ム株式会社近畿第一支
社

パナホームリフォームカブシキ
ガイシャキンキダイイチシシャ

560-8543 豊中市新千里西町１－１－４ 06-6834-8732 http://www.panahome.jp/reform/ ○ 大阪市
羽曳野市
堺市

東中工務店 ヒガシナカコウムテン 579-8012 東大阪市上石切町２－３１－１１ 072-986-2227 - ○ 東大阪市 東大阪市

プラスワン建築設計事務所
プラスワン
ケンチクセッケイジムショ

579-8036
東大阪市鷹殿町１－９
Ｋシステムビル４F

072-926-5801 http://www.eonet.ne.jp/~plus1web/ ○ 大阪市 -
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Ｈ２３
市町村別実績

Ｈ２４
市町村別実績

水上建設株式会社 ミズガミケンセツカブシキガイシャ 581-0033
八尾市志紀町南１－１３９
原ビル１０１号

072-920-0517 http://homepage2.nifty.com/mizugami ○ - 堺市

三原工務店 ミハラコウムテン 582-0019 柏原市平野１－１２－１３ 072-971-3167 - ○ - 羽曳野市

美馬一級建築士事務所 ミマイッキュウケンチクシジムショ 590-0451 泉南郡熊取町野田３－２３８－２ 072-452-8062 http://www.lifeandco.com ○ 熊取町 -

村口工務店 ムラグチコウムテン 573-1146 枚方市牧野阪１－１－５ 072-868-9418
http://homepage3.nifty.com/muraguc

hikoumutenn
○

大阪市
高槻市

大阪市/枚方市/羽曳野市

木構造建築研究所田原
モクコウゾウケンチク
ケンキュウショタハラ

639-2306 奈良県御所市三室１０４－１－９０１ 0745-62-6669 http://www4.kcn.ne.jp/~taharakn × - 東大阪市

山本建築研究所一級建築士事務所
ヤマモトケンチクケンキュウショ
イッキュウケンチクシジムショ

538-0054 大阪市鶴見区緑２－６－２２ 06-7492-4530 - × 大阪市 -

ヤマモト建築デザインルーム ヤマモトケンチクデザインルーム 577-0058 東大阪市足代北１－１８－１０ 06-6781-5758 - × 東大阪市 東大阪市/大阪市/寝屋川市

山本木造住宅設計
ヤマモトモクゾウ
ジュウタクセッケイ

580-0033 松原市天美南４－３－７ 072-336-3711 http://www.ymjs1.com/ ○ 大阪市 -

有  限  会  社   M s   c o m p a n y
ユウゲンガイシャ
エムズカンパニー

554-0024 大阪市此花区島屋１－１－４０ 06-6460-4085 http://www.ms1991.co.jp ○ 大阪市 大阪市

有限会社シオタニデザインアソシエイツ
ユウゲンガイシャ
シオタニデザインアソシエイツ

590-0008 堺市堺区南庄町１－２－３４ 072-226-9611 http://homepage2.nifty.com/s-d-a/ × - 堺市

遊墨設計 ユウモクセッケイ 577-0032 東大阪市御厨６－３－２６Ａ 06-6784-6489 http://www.geocities.jp/yu_moku/ × - 東大阪市

ユニオン設計一級建築士事務所
ユニオンセッケイ
イッキュウケンチクシジムショ

577-0849 東大阪市三ノ瀬１－２－２９ 06-6736-2501
http://www.eonet.ne.jp/~union-

ao/index.html
×

八尾市
東大阪市

八尾市
東大阪市

藍設計 ランセッケイ 599-8111 堺市東区日置荘北町１－２８－７ 072-294-6202 - × - 堺市
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