
（１）この、耐震改修補助金を活用した実績のある事業者リストは、あくまでも令和３度の補助金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。

※ご利用上の注意 　　　・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

令和５年２月作成

事業者名
事業者名

（フリガナ）
郵便番号 住所 電話番号 ホームページ

技術者の

有無※(２)

耐震設計

の可否

株式会社シーエムシー一級建築士事務所 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼｰｴﾑｼｰｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 530-0001 大阪市北区梅田２-５-５　横山ビル8階 06-4798-7890 https://www.xn--ick3ab7n8ed.com/ ○ ○

住友不動産株式会社

新築そっくりさん事業本部

関西事業所　戸建大阪北エリア

ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

ｼﾝﾁｸｿｯｸﾘｻﾝｼﾞｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ

ｶﾝｻｲｼﾞｷﾞｮｳｼｮ　ｺﾀﾞﾃｵｵｻｶｷﾀｴﾘｱ

553-0003 大阪市福島区福島５-１-７ 0120-093-878 http://sokkuri3.com/ 〇 〇

三井デザインテック株式会社関西支店 ﾐﾂｲﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾝｻｲｼﾃﾝ 541-0051
大阪市中央区備後町４-１-３

御堂筋三井ビル６階
06-6204-0131 https://www.mitsui-reform.com/kansai/ 〇 〇

ミサワリフォーム近畿株式会社 ﾐｻﾜﾘﾌｫｰﾑｷﾝｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 550-0001 大阪市西区土佐堀１丁目６-20 06-6450-3330 http://reform.misawa.co.jp/kinki/ 〇 〇

株式会社　木ノ音工務店 ｶﾌﾞｼｷｷｶﾞｲｼｬ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 ○ ○

株式会社　匠一級建築士事務所 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀｸﾐｲｯｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 532-0012
大阪市淀川区木川東４-５-３

ｵﾊﾟﾙ新大阪ﾋﾞﾙ503
06-6300-5800 https://www.takumi100.com 〇 〇

大長ハウス株式会社 ﾀﾞｲﾁｮｳﾊｳｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 545-0023 大阪市阿倍野区王子町２-３-６ 06-6628-0171 http://www.daichou-house.com/ 〇 〇

株式会社ナカタ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　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 〇

住友不動産株式会社

新築そっくりさん事業本部

関西事業所　戸建大阪南エリア

泉北営業所

ｽﾐﾄﾓﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

ｼﾝﾁｸｿｯｸﾘｻﾝｼﾞｷﾞｮｳﾎﾝﾌﾞ

ｶﾝｻｲｼﾞｷﾞｮｳｼｮ　ｺﾀﾞﾃｵｵｻｶﾐﾅﾐｴﾘｱ

ｾﾝﾎﾞｸｴｲｷﾞｮｳｼｮ

590-0075
堺市堺区南花田口町２-３-20

三共堺東ビル南館２階
0120-093-776 http://sokkuri3.com/ 〇 〇

有限会社とざきシステムデザインズ ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾄｻﾞｷｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾞ 590-0122 堺市南区釜室305-3 072-296-5533 https://www.tozaki-sd.jp/ ○ ○

有限会社協同ホームコンサルタント ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬｷｮｳﾄﾞｳﾎｰﾑｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 590-0112 堺市南区岩室218番地１ 072-248-2203 http://www.kyodohome.com 〇

株式会社グランマ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸﾞﾗﾝﾏ 560-0003 豊中市東豊中町５-23-８ 06-6846-2281 http://www.grandma-homes.com 〇 〇

株式会社松本工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾂﾓﾄｺｳﾑﾃﾝ 560-0022 豊中市北桜塚3-1-27 06-6841-5610 http://www.mattu.jp/index.htm 〇 〇
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比石益二建築設計室 ﾋｾｷﾏｽｼﾞｹﾝﾁｸｾｯｹｲｼﾂ 562-0001 箕面市箕面６-５-71-402 072-722-1277 〇 〇

有限会社　太閣建設 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾀｲｺｳｹﾝｾﾂ 565-0835 吹田市竹谷町22-13 06-6369-0546 〇 ○

株式会社藤本工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｼﾞﾓﾄｺｳﾑﾃﾝ 565-0836 吹田市佐井寺１-１-３-１ 06-6877-0747 http://fuji-moto.jp/ 〇 〇

株式会社サンディパ－ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｻﾝﾃﾞｨﾊﾟｰ 569-0825 高槻市栄町1-8-1 072-696-9311 http://sundiper.com 〇 〇

大伸開発株式会社 ﾀﾞｲｼﾝｶｲﾊﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 569-1131 高槻市郡家本町12-１ 0120-686-230 http://www.daishink.com/ 〇 〇

株式会社田中勝工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾅｶｶﾂｺｳﾑﾃﾝ 569-0811 高槻市東五百住町三丁目11-11 072-690-3111 http://tanaka-katsu.com/ 〇 〇

株式会社　ニッショーホーム二級建築士事務所 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾆｯｼｮｰﾎｰﾑﾆｷｭｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 569-0077 高槻市野見町３-14　高谷ビル1F 072-671-0123 http://www.reform-nissho.co.jp 〇 〇

株式会社 細越工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎｿｺｼｺｳﾑﾃﾝ 569-0822 高槻市津之江町２丁目40-5 072-676-0766 https://www.hosokoshi.com 〇 〇

有限会社増田工務店 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬﾏｽﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ 569-0027 高槻市天川新町９-７ 072-672-0930

株式会社　橙工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾀﾞｲﾀﾞｲｺｳﾑﾃﾝ 567-0891 茨木市水尾二丁目６番19号 072-634-3273 http://www.daidai-k.co.jp 〇 〇

有限会社　山川工務店 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬ　ﾔﾏｶﾜｺｳﾑﾃﾝ 567-0041 茨木市下穂積３丁目８番12号 072-622-3459 https://www.yamakawa-koumuten.co.jp/ 〇 〇

はせがわ工務店 ﾊｾｶﾞﾜｺｳﾑﾃﾝ 570-0021 守口市八雲東町２-82-21-1008 06-7163-0351 https://home.hasegawa-k.jp/ ○ ○

有限会社コダマ建設 ﾕｳｹﾞﾝｶﾞｲｼｬｺｶﾞﾏｹﾝｾﾂ 573-0083 枚方市茄子作北町58-26 072-845-5086 https://www.hirakatareform.com/index.html 〇 〇

しちた工務店 ｼﾁﾀｺｳﾑﾃﾝ 573-0152 枚方市藤阪中町34-７ 072-850-7386 ○ ○

株式会社柴野工務店 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾊﾞﾉｺｳﾑﾃﾝ 573-0027 枚方市大垣内町2丁目10-４ 072-841-1800 http://www.shibano-net.co.jp/ 〇 〇

中井建設株式会社 ﾅｶｲｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 572-1125 枚方市養父元町５-40 072-851-0246 http://www.nakaikensetsu.com/ ○ ○

村口工務店　村口木造建築士事務所 ﾑﾗｸﾞﾁｺｳﾑﾃﾝ　ﾑﾗｸﾞﾁﾓｸｿﾞｳｹﾝﾁｸｼｼﾞﾑｼｮ 573-1146 枚方市牧野阪１-１-５ 072-868-9418 http://k-mura.o.oo7.jp 〇 〇

本間工務店 ﾎﾝﾏｺｳﾑﾃﾝ 573-0053 枚方市伊加賀南町１-15 072-843-2418 〇

株式会社　Acala ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ　ｱｶﾗ 576-0052 交野市私部４-27-5-1 072-396-7766 http://www.acala0358.com ○ ○

株式会社 住まい工房大栄 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ ｼｬ ｽﾏｲｺｳﾎﾞｳﾀﾞｲｴｲ 579-8036 東大阪市鷹殿町19-９DAIEIビル 0120-417-646 https://sumai-daiei.com/ ○ ○

株式会社竹田義建築 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀｹﾀﾞﾖｼｹﾝﾁｸ 557-0067 東大阪市高井田西2丁目10-26 06-6783-0826 http://www.h-osaka/com/tkdy/ 〇 ○

株式会社古木屋 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾙｷﾔ 584-0040 富田林市かがり台20-16 072-256-4711 http://furukiya.co.jp 〇 〇
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株式会社ビーバーリフォーム ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾋﾞｰﾊﾞｰﾘﾌｫｰﾑ 583-0011 藤井寺市沢田１-30-13 072-953-1871 https://www.beaver-reform.com/ ○ ○

櫻井工業株式会社 ｻｸﾗｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｷｶﾞｲｼｬ 596-0053 岸和田市沼町22番17号 072-438-1581 http://www.sakurai-kogyo.co.jp/ 〇 〇
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http://www.sakurai-kogyo.co.jp/

