
「構造塾」家づくり応援 業者MAP ver.02

本名簿の内容、取り扱いについて

※全国のエンドユーザーが各地域の住宅従事者を選ぶ際のお手伝いする資料として作成しています

※「構造塾」の役割りはあくまで集計・開示に徹し、紹介するという立場ではございません

※記載の内容はすべて掲載業者の皆さまから集計しましたアンケート回答という形での自己申告内容を元にしております

※共通の指標と共に自社PRも参考の上、コンタクトを取られる際の資料としてご覧ください

掲載・表記基準（第一期回答の会社様は※付きで表記しています）

※いただいた回答にて、年間棟数の実績が無しの場合は名簿には恐縮ですが掲載しておりません

※今回は第一期募集エントリーの会社様と第二期募集エントリーの会社様を併記しており、

第一期の対象は2019年度実績、第二期の対象は2020年1月～12月完工まで、としています

※「構造」「省エネ」の性能回答がすべて無し、もしくはゼロ回答の項目は表記なし、としております

「構造（耐震性能）」指標の評価基準

「★★★」：許容応力度計算の耐震等級３

「★★」：許容応力度計算の耐震等級２、品確法耐震等級計算の耐震等級３

「★」：⾧期優良認定住宅（品確法耐震等級２）

「☆（補欠）」 ：仕様規定のすべてをクリアした上で耐力壁の充足率2.0超え

「省エネ（断熱・気密性能）」指標の評価基準 ※気密測定を実施している場合は標準的なC値も記載

「★★★」：HEAT20のG2グレード以上 （HEAT20とは→） http://www.heat20.jp/index.html

「★★」：HEAT20のG1グレードもしくはZEH＋（ゼッチプラス）レベル

「★」：ZEH基準クリア

「☆（補欠）」 ：省エネ基準（等級4）クリア（専用プログラムか詳細計算法による検討のみ）

自社PRについて

掲載スペースが限られておりますので、適宜、添削・割愛等させていただいております

悪しからず、ご了承いただきたく、お願い申し上げます

所属団体等（第一期回答の会社様は表記ございません）

省エネ系や構造系の技術向上に関する団体に所属されているかどうか。

スペース上、略称表記や性能関係以外の省略についてご了承の程、よろしくお願いいたします

所有資格（第一期回答の会社様は表記ございません）

上記所属団体や民間で受験取得した、技術向上に関する保有資格です

建築士をはじめとする一般的な公的資格の省略についてご了承の程、よろしくお願いいたします

認定取得状況（第一期回答の会社様は表記ございません）

⾧期優良住宅、住宅性能表示制度、BELSなどの認定取得実績を表記しています

ご担当者名について

皆さま、敬称略にて表記しておりますこと、ご了承の程、よろしくお願いいたします



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（北海道エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 北海道 シノザキ建築事務所（株） 札幌市 ※5 ★★★20％、★★80 ★★★100％、標準C値:0.3 H20起業時より全棟⾧期優良認定。地冷熱サイクルの特許申請モデルあり http://s-machi.com/ 篠崎

2 （株）伊藤工務店 由仁町 由仁町から1時間内 ※2 ☆100％、標準C値:0.5 soul@seagreen.ocn.ne.jp 伊藤

3 （株）岡本建設 中川郡幕別町 会社より1時間圏内 ※16 ★37.5％、☆62.5％ ★★★100％、標準C値:0.3
2x4工法専門。令和2年度～耐震等級３標準。引渡時全棟測定実施C値0.5保証。
HEAT20 G2グレード相当標準。内装は無垢材使用しオーダー造作得意

https://okamoto-kensetsu.co.jp/ 髙橋

4 （株）順工務店 亀田郡七飯町 道南 ※3 ★★40％、★60％ ★★★40％、★★20％、★20％、C値0.2 https://junkoumuten.jp/ 高見

5 （株）キクザワ 恵庭市 恵庭市より1時間以内 ※20 ★★★45％、★★55％ ★★★100％、標準C値:0.17～0.39 昨年度平均UA値は0.20。愉しい、素材感のある家づくりができるかを重視 https://www.kikuzawa.co.jp/ 菊澤

6 （株）橋本建設 石狩市 石狩・後志管内 ※10 ★40％、標準C値:0.5 太陽光を載せる事でZEH住宅が可能 http://hashimotokensetu.com/ 橋本

7 郷土建設（株） 恵庭市 恵庭市より1時間程度 ※16 ☆100％、標準C値:0.3 https://www.kyoudo-arc.jp/

8 株式会社青木建設 釧路市 釧路市周辺地域 2 ★★★100 ★★★1、★★1、C値0.25 耐震等級3と⾧期優良住宅を標準仕様とし制震テープを採用 アース21 ⾧期優良住宅、BELS http://www.aoki946.sakura.ne.jp/ 青木

9 （株）テクト 苫小牧市 苫小牧近郊 3 ★★★50、★★50 ★★100
⾧期優良住宅の建設に力を入れています。C値が0.2以下である事をお引渡し前に気
密測定試験を実施し、我々含めお施主様にも確認いただております。

naoto@a-tect.jp 内山

10 （株）多田工務店 江別市 札幌近郊 ※1 ★100％ 自社設計・自社施工 大工さんの居る店 http://www.tadakoumuten.com/#construction 夛田

11 武部建設（株） 岩見沢市 道央 ※8 ★12.5％、☆62.5％ ★★★25％、★★50％☆％25、C値:0.3
高断熱・高気密工法を主とした省エネ技術と民家再生の実績から得た
大工技術を融合した木造建築を得意

https://www.tkb2000.co.jp/ 武部



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（東北エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 青森 （株）ニイヤマハウス 上北郡六戸町 八戸市、三沢市、十和田市他 ※50 ★★★100％ ★★70％、★30％、標準C値:0.3以下 全棟耐震等級３、最⾧77年保証、多彩なデザイン住宅を32種ラインナップ https://niiyamahouse.com/ 渡部

2 （株）菊池組 むつ市 車で30分圏内 ※6 ★★★100％（積雪100cm） ★★★100％、標準C値:0.1～0.3
全棟許容応力度計算による耐震等級3の耐震性、全棟UA=028以下（G2クリア）の温
熱性能、日本エコハウス大賞2019準グランプリ受賞他多数受賞

http://www.kikuchi-gumi.com/ 菊池

3 浄法寺建築 三沢市 県南 1 ★100 ★★★100、C値:0.5以下
断熱性能は数年前からG1をクリア。耐震等級3は今後標準化予定。太陽熱暖房給湯シ
ステムを採用し住み心地を追求。高性能化リフォームも対応。

アマテルソーラー協会 https://johojikenchiku.jimdofree.com/ 淨法寺

4 小野住建 平川市 平川市、青森市、弘前市、大館市 ※4 ★40％、☆60％ ★★★50％、★★50％、C値:0.1～0.5 設計事務所併設の工務店。注文に応じプラン、デザイン、断熱強化にも対応 https://onozyu-ken.com/ 小野

5 （有）林工務店 青森市 青森市内 ※3 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.4
県産材を使った素朴で美しい家。積雪1.8ｍの青森市で全棟許容応力度計算の耐震等
級2が標準。省エネは全棟QPEX計算、自社大工での施工が標準

https://www.884c.org/ 林

6 秋田 三光不動産（株） 秋田市 県内 ※12 ★★★30％、★★20％ ★★★80％、★★20％、C値:0.2以下
秋田で50年以上家づくりを行っており、ウェルネストホームの施工をはじめ、高気
密高断熱の住宅を建築。今年度はより高性能な住宅の棟数を増やす

https://www.sankonet.co.jp/ 加賀

7 （有）SKホーム 大仙市 秋田県県南、中央地域 ※5 ★20％ ★100％、標準C値:0.6
今年度からHEAT20G2、耐震等級３、C値0.2を標準に向けて取り組み、現在モデル
住宅を⾧期優良認定を受けて建設中。今後は日射遮蔽などにも配慮

http://kaiteki-seikatsu.co.jp/ 佐々木

8 岩手 （株）栞家建築舎 花巻市 岩手県内 1 ★★★100 ★★★100、C値:0.3以下
常に各種★★★レベルで設計・施工。省エネ・耐震等級３はもちろん木(県産材)や自
然素材を生かした居心地の良い家づくり・リフォームを行っています。

新住協、パッシブハウス・
ジャパン(PHJ)、構造塾

省エネ建築診断士、BIS（断
熱施工技術者）

⾧期優良住宅、低炭素認定住
宅、BELS

https://shioriya-archi.com/ 梅原

9 ウチノ建設（株） 盛岡市 県内 6 ☆84 ★★★50、★17、☆33 C値0.3
自社大工、自社工場完備の強みを生かし、県産材の利用と断熱性能を高めた家づくり
をしています。 断熱に加えて今後は構造にも力を入れていきます。

構造塾、新住協 BIS http://www.uchino-k.jp 打野

10 （株）建築のフジサワ 大船渡市  岩手県全域宮城県気仙沼市、他 12 ★★★100、+制震仕様 ★★★83、★★17、C値:0.2前後
性能とデザインの融合。全棟をZEH・⾧期優良住宅・BELS・耐震等級3とする。資金
計画に住宅性能を反映する安心提案。家具・庭提案も併せて提案。

SW会 全て⾧期優良住宅、BELS https://www.kenchikuno-fujisawa.co.jp/ 小山

11 （有）岩手ハウスサービス 盛岡市 岩手県内 3 ★★30％、★70％ ★★★100％、Ｃ値:0.3以下
新築は⾧期優良住宅認定基準を標準に施工レベルを維持継続中。各補助事業を活用し
た、耐震性能・断熱性能向上リフォームにも力を入れている。

新住協 BIS、岩手県木造耐震診断士
⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅

http://www.iwate-house.co.jp 海野

12 （有）米沢工務所 西和賀町 車で1時間圏内 1 ☆100% ★★100% 標準C値0.5以下
断熱、耐震または素材にこだわった家づくりをしています。UA値0.28の自社モデル
ルーム「CONCEPT ROOM」はいつでも見学可能

新住協
省エネ建築診断士    耐
震診断士

https://yonezawakomusyo.com/ 米澤

13 （有）清水畑建設 盛岡市 盛岡市、盛岡市の近隣市町村 1 ★★100 ★100
高断熱高気密仕様を標準とし、省エネ、構造とも基準クリアを確認。構造から外装・
内装まで、できるだけ岩手県産木材を用いて家づくりをしています。

新住協、構造塾 省エネ建築診断士 https://shimizuhata.jp/ 清水畑

14 宮城 アサヒアレックス東日本（株） 仙台市 宮城県内及び福島・山形等の隣県 11 ★:70 ★★★:50、★★:50、C値平均0.33
全棟気密測定実施。制震装置ﾐﾗｲｴ標準｡Ua値0.23まで現実的金額で対応可能。今後
は､全棟許容応力度計算実施。ﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ推進。性能×ﾃﾞｻﾞｲﾝの家づくり｡

無し 無し CASBEE戸建評価員 https://sendai.asahi-alex.co.jp/ 石倉

15 （株）無添加計画 仙台支店 仙台市 仙台市、山形市 7 ★★★100 ★★100 C値:0.3
構造計算・低炭素認定取得・BELS評価証取得を全棟実施。松尾設計室を顧問とし、
パッシブ設計、冷暖房計画にも取り組む。自然素材住宅専門店。

新住協、木造ドミノ研究会 低炭素認定、BELS、性能表示 https://www.re-trust.com/ 瀬野

16 （株）スイコー 仙台市 仙台市、仙台市近郊 1 ★★★100 ☆100、C値:1.0未満
2019年より全棟許容応力度計算にて耐震等級3に加えて制振ダンパーを採用。新築
だけではなくリフォーム時の断熱提案・改修も得意

構造塾、木耐協、新住協他 耐震診断員 ⾧期優良住宅、BELS http://www.suikoo.jp/ 高橋

17 福島 （株）星工務店 南会津町 福島県会津、県南 7 ★★42、☆58 ★★★14、★★86、C値0.4以下
新築は全棟でUA値0.33以下。在来軸組＋パネル併用工法。自社にて許容応力度計算
を実施。豪雪地のため耐震等級３が厳しい場合もあり。

性能向上計画認定、低炭素認
定、BELS どれかを全棟で取

https://hoshi5610.c0m 星

18 （有）タカモク 猪苗代町 会津、中通り地区
会社より１時間圏内

1 ★★★100 ★★★100 C値:0.5以下
高断熱高気密で自然素材を使用した居心地の良い空間づくりが得意な工務店
です。許容応力度計算による耐震等級３、UA値G2が基本仕様。

新住協 木構造マイスター準１級 ⾧期優良住宅 http://tk-mk.com/ 高梨

19 （有）佐々木木工所 伊達市 会社から1時間圏内 1 ☆100 ★100  C値:0.3
新築はZEHが標準仕様で、C値0.3以下を目指した住宅を行っております。今年はコ
ロナの影響で打合せが遅れ,これからZEH仕様住宅を１棟受注する予定です

福島パッシブデザイン研究会 住宅省エネルギー設計・施工 sasamoku@ymail.plala.or.jp 佐々木

20 （株）渡辺工務店 伊達市 会社から1.5時間圏内 5 ★★★20、☆80 ★★★20、★★60、★20 平均C値:0.5
パッシブ設計に配慮した高断熱高気密仕様がベース。昨年より許容応力度３に取組ん
でおり、構造も温熱環境もハイレベルな住宅を増やしていきたい。

福島パッシブデザイン研究会
（任意の団体です）

パッシブデザインワーク
ショップ修了

BELS、⾧期優良住宅 https://www.watanabe-cc.co.jp/ 渡邊

21 （株）亀岡工務店 福島市福島県全域､宮城県仙台市以南､山形県置賜地域4 ★★★75、★★25 ★75、☆25
標準で品確法耐震等級３確保、全棟許容応力度計算も実施。「構造からつくる家」を
コンセプトに家づくり。省エネは今後G1、G2と向上予定。

構造塾 構造塾認定構造計算技術者､WALLSTAT MASTER⾧期優良住宅 https://kameokakoumuten.jp/ 亀岡

22 山形 株式会社ウンノハウス 山形市 山形県・宮城県・福島県 ※310 ★★★3％、★★97％ ★★★10％、★★90％、標準C値:0.6 品確法耐震等級3、断熱壁パネルと集成材&金物接合、自由設計と高性能を実現 https://unnohouse.co.jp/ 小林

23 （株）櫻井建設 山形市 山形市 7 ★★★100％  ★★★10％、★★90％C値:0.18～0.32
健康に重点を置き、断熱性能をはじめとした健康住宅基準を自社基準で設定し、末⾧
く健康で快適な住まいづくりにこだわっています。

ＳＷ会、構造塾 住宅省エネルギー設計技術者、一般耐震技術認定⾧期優良住宅、低炭素建築物認定、BELS、CASBEEhttp://sakurai-k.com/ 櫻井

24
（有）ＴＯＭＯ設計コンサルタン
ト

山形市 山形県、宮城県 1 ★★★10、★★90 ★★★100、C値:0.1から0.3
全棟フルオーダー住宅。耐震等級3、温熱シミュレーションによるパッシブデザイン
を行い自然素材を使用した高性能エコハウスです。

新住協 新住協マスター会員 ⾧期優良住宅、住宅性能証明 https://tomosekkei.com/ 髙橋

25 （株）木づくりの住い結 新庄市 会社から1時間圏内 4 ★★100 ★★100
リノベーションは⾧期優良住宅リフォーム基準仕様、新築は⾧期優良住宅基準仕様向
上・省エネ住宅の家づくりに努めています。

新住協 住宅省エネルギー技術者 ⾧期優良住宅 http://www.yuihome.jp 斎藤

26 （株）クリエイト住宅 酒田市 酒田市、鶴岡市 5 ★★100 ★★★80   ★★20,  C値:平均0.3
新築は耐震等級３、ＨＥＡＴ２０Ｇ２グレードの家を推奨、全棟性能表示計算による
構造計算、外皮平均熱貫流率（Ｕａ値）計算実施。リノベーションも準ずる

FPの家 耐震診断技術者､省エネ技術者 性能表示認定、⾧期優良住宅、BELS https://kurieito-jutaku.jp/ 竹内



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（北陸エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 新潟 アーキレーベル（株）鈴木組 新潟市 新潟市、新発田市、阿
賀野市

3 ★★★100 ★★100 全棟⾧期優良住宅。構造体は木造でも大空間をつくることが可能なSE構法を採用。｢
強の美」をテーマに資産価値のある家づくりを提案。

構造塾、重量木骨の家 ⾧期優良住宅、BELS https://archi-label.com/ 鈴木

2 アサヒアレックス新潟（株） 新潟市 県全域 ※55 ★★84％、★16％、標準C値:0.51 全棟気密測定を実施、Ｕａ値は0.38 以下が標準仕様。宿泊体験可能。太陽光発電シ
ステム自社施工。制震ユニット全棟採用。外部検査を全棟実施。

https://www.asahi-alex.co.jp/ 上之山

3 （株）アット・ホーム・スタイル 新潟市 新潟市 2 ★★50、★50 ★★50、★50、C値0.4前後 北欧住宅に和をプラスしたトレッティオ（商品化住宅）は高性能でセンス良く、家族
が幸せになれる家づくり

構造塾、上越新潟SW会 http://www.athome-style.jp/ 中野

4 （株）アンドクリエイト 新潟市中央区 新潟県、千葉県 100 ★★★80、★★20 ★★20、★80、C値:0.7 全棟許容応力度計算実施、⾧期優良住宅仕様標準、制振ダンパー標準搭載
既存住宅の耐震診断・補強も得意としています。

構造塾、木耐協 一般耐震技術認定者
⾧期優良住宅、BELS、性能評
価、ZEH

https://andcreate.co.jp/ 永井

5 （株）イイヅカカズキ建築事務所 三条市 全国 ※3 ★★★100％ ★★100％、標準C値:0.3 何気ない日々の生活の中に安心感と小さな喜びが積み重なる⾧く愛されるデザインの
家、耐震等級３、G1以上、C値0.5以下の家を設計。自宅はZEH

http://iizukakazuki.net/ 飯塚

6 住宅設計エスネルデザイン 柏崎市 新潟県内＋隣県＋関東
圏

3 ★★★100 ★★★100、C値:0.2以下 暖かく支出を抑えられる『超高断熱の小さな木の家』。設計事務所の設計工事監理と現地の工務店さんによるプロ×プロの家づくりを提案しています。住学（すがく） なし ⾧期優良住宅 https://escnel.com/ 村松

7 オーガニックスタジオ新潟（株） 新潟市 事務所より50ｋｍ圏内 ※19 (★★★積雪なし)★★100％ ★★★63％、★★37％、標準C値:0.3 日本エコハウス大賞2018グランプリ。自然素材を品よく使い、庭と一体設計 新木造住宅技術研究協議会、
パッシブハウス・ジャパン

省エネ診断士 ⾧期優良住宅（新築、リノベ）、
低炭素住宅、BELS、ZEH

https://www.organic-studio.jp/ 相模

8 （株）サトウ工務店 三条市 県内 ※5 ★★★100％ ★★★60％、★★40％、標準C値:0.2 全棟が耐震等級３の⾧期優良住宅。現在はＧ2グレード標準。自然素材を使った上質
な住まいをご提案

http://www.sato-home.co.jp/ 佐藤

9 （株）ユースフルハウス 新潟市 新潟県中越・下越地区 37 ★★★14％、★★8％、☆78％ ★★86%、★14％、C値0.24/0.53 全棟完成時気密測定実施。許容応力度計算による耐震等級3で提案。
HEAT20 G1 グレード標準。

家学塾 気密測定技能者
性能表示認定、⾧期優良住
宅、認定低炭素、BELS

https://yousefulhouse.com/ 中村

10 （株）アスカ創建 上越市 上越市、妙高市、柏崎
市、糸魚川市

18 ★★★20、★★40、★40 ★★50、★50、C値:0.2 雪国上越市の過酷な条件で、耐震等級3を標準として、高気密高断熱住宅はもちろ
ん、床下冷暖房システムの開発にも力を入れています。

LCCM認定、⾧期優良住宅、
低炭素認定、性能表示認定、

https://cudiehome.jp/ 布施

11 （有）熊谷建設 新発田市 新潟県新発田市 4 ★★★:100 ★★★:100、C値0.2以下 新発田の家を暖かくしたい。数値的根拠のある 本当に暖かく、強い住宅を墨付け手
刻み加工でつくっています

新住協 一級大工技能士他 ZEH ⾧期優良住宅 http://www.kumagaikensetsu.jp/ 熊谷

12 オフィスHanako(株) 新潟市中央区 新潟市内･隣接ｴﾘｱ
(その他地域 要相談)

34  ★★100(全棟基礎計算含む)  ★100％C値:0.5（最小値0.31） 全棟BELS☆5つ･制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ･気密検査が標準仕様。太陽光発電+蓄電池も搭載可能。
女性建築士と造る「かわいいだけじゃない」定額制のお家づくり。

構造塾
住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ設計技術者、住
宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ施工技術者

⾧期優良、認定低炭素、性能
向上計画認定、BELS

https://www.hanako39.jp/ 近藤

13 宮﨑建築株式会社 阿賀野市 会社から1時間圏内 3 ★★★60、★★40 ★★★60、★★40、C値:0.3以下 ⾧期優良住宅・耐震等級3（許容応力度）・HEAT20 G2を標準としています。断
熱・耐震リノベもおまかせください。

新住協（マスター会員） ⾧期優良住宅 https://www.miyazakikenchiku.com/ 宮﨑

14 （株）丸山工務店 妙高市 上越市、妙高市・⾧野
県北信地区

※2 ★★★100％ ★★100％、標準C値:0.3 FPの家加盟店であり、省エネは30年以上の実績あり。注文に応じてG2グレードも対
応可能。雪国の為高床式住宅は得意分野

https://www.mk-home.info/ 丸山

15 （有）高幸建築事務所 新潟市 新潟市 1 ★★★100 ★★★100、Ｃ値:0.2 全棟気密測定、換気風量測定実施。１棟１棟丁寧に施工します。 新住協 ⾧期優良住宅、低炭素住宅 https://www.claria.jp/ 高橋

16 (株)石山建築事務所 新発田市 下越エリア 5 ★★★20、★★60、☆20 ★★★40、★★60、Ｃ値:0.3以下 ＨＥＡＴ20 Ｇ1グレードを標準。Ｇ２、Ｇ３対応可。全棟気密測定を実施の上Ｃ値
0.5以下を約束。来年度より許容応力度計算による耐震等級2を標準。

ＢＢ研究会 特になし
⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅

https://ishiyamakenchiku.com/ 石山

17 （株）暮らしの工房 上越市 上越から1.5h圏内 3 ★★100（積雪1.0) ★★100、C値:0.2 安心、快適性のほか、家具や庭を含めたトータルで心地よい住まいになるよう計画。
日本エコハウス大賞2017堀部安嗣賞、日本エコハウス大賞2019奨励賞

⾧期優良住宅 https://www.kurashinokobo.com/ 岡沢

18 福井 （株）増田材木店 福井市 福井県嶺北 ※1 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 耐震等級3,、パッシブ設計、自然素材を多く使用した健康住宅 https://m-kikubari.jp/ 入交

19 ＤＥＭＵ建築設計事務所 越前市 嶺北+敦賀、石川県加
賀・小松市

6 無積雪:★★★100％ (1m積雪:★
★100％)

★★★100％、標準C値:0.3 UA値は5又は6地域にて0.25～0.45W/㎡K程度。「デザイン」「性能」「機能性」
「楽しさ」を高次元で設計する家づくり。

なし なし ZEH、BELS、低炭素住宅 https://demuken.jp/ 出村

20 （株）ウエキグミ 福井市 福井県全域 ※4 ★★75％、★25％ ★100％ 『より良く、より安く、より早く、より安全に創意研築する』を指標に、地域に根ざ
した１００年企業

https://uekigumi.com/ 玉村

21 （株）タキナミ 福井市 福井県内(嶺南は敦賀
市近辺まで

70 ☆100％ ★★★80％、★★20％、標準C値:0.7 注文住宅ZEH標準、気密測定(中間時)全棟標準。耐震は★★の品確法等級３対応化。
C値は直近10棟平均で0.3。

PHJ、構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS http://takinami.jp/ 小山

22 （株）総建ハウジング 福井市 嶺北・嶺南（敦賀） 15 ★★★90％  ★7％、☆40％ 許容応力度計算による耐震等級３を標準とした家づくり。⾧期優良住宅50％以上、
ZEH・制震ダンパーに取り組む

ﾊﾟﾅﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
住宅性能証明、⾧期優良住宅
BELS

https://www.soukenhousing.jp 木村

23 （有）宮﨑建設 小浜市 敦賀～高浜 5 ★★10、★40、☆50 ★★50、★50、標準Ｃ値:0.7 新築は高気密高断熱仕様が標準。自然素材を使った居心地のいい空間と間取りを心掛
けています。性能向上リフォームも承ります

構造塾、建築士会 住宅省エネルギー技術者 ⾧期優良住宅 https://www.miyaken0418.jp/ 宮﨑

24 山﨑建設 (株） 福井市 嶺北+敦賀、石川県の
一部

14 ★★★35％、★★50％、★15％(無積雪)★★★93％、★★7％、C値:0.3 ご要望に応じて構造の強化に対応できます。G2グレードを標準とし、日当たりや温
熱にも考慮した、快適な住環境をご提供いたします。

構造塾
⾧期優良住宅、性能向上計画
認定、低炭素建築物、ZEH

https://www.yamazaki-kk.net/ 大谷

25 福登建設株式会社 福井市 福井県 3 ★100 ★100％、C値:1.0以下 意匠から構造まで完全デジタル設計。VRによる設計打合せ、許容応力度設計による
構造設計、自社開発SDN-SHEET®による遮断熱工法を標準装備。

福井県家づくりの会 住宅省エネ設計・施工技術者 ZEHビルダー http://www.fukutoh.co.jp/ 清水

26 ⾧野 アクティブ・プロパティマネジメント 駒ケ根市 ⾧野県 ※2 ★★★100％ ★★90％、★10％、標準C値:1.0未満 リフォーム案件が多いが、新築では許容応力度計算、HEAT20のG1が標準 https://www.facebook.com/ActivePropertyManagement 伊藤

27 （株）アグリトライ(しなのいえ工房） ⾧野市 ⾧野県北部、中部 ※4 ★★★75％、★★25％ ★★★100％、標準C値:1.0 無垢の木を使い、表記性能で健康に暮らしていただく心地よい住まいを提案 https://shinanoie.com/ 小嶋

28 コロナ技建（株） 上田市 北信・東信区域 8 ★★★12.5%、     ★87.5％ ★★★87.5%、★★12.5%  C値0.3前後 2020年度契約実績では、許容応力度計算による耐震等級3は67％ 耐震、断熱、気
密の性能と価格のバランスが良い

構造塾 住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ設計技術者
性能表示認定 BELS ｴﾈﾙｷﾞｰ
ﾊﾟｽ第三者認定 ⾧期優良住宅

http://www.corona-giken.co.jp/corona/ 翠川

29 （株）安川工務店 ⾧野市 ⾧野市及び近郊 ※1 ★★★100％ ★100％ 耐震等級3に加えて制振ダンパー採用。在来工法の伝承と省力化に対応 http://www.e-iezukuri.info/ 安川

30 笠井工業（株） ⾧野市 ⾧野市、千曲市、須坂市 ※8 ★★★25％、★★75％ ★12.5％ 構造計算を実施するBG を脱会した為、代わりに何を訴求していくのか検討中 https://www.kasai-k.co.jp/ 小島

31 （株）フリースタイル 松本市 松本、安曇野、諏訪 ※3 ★★★10％、★★90％ ★★★100％、標準C値:0.2 内装は自然素材の塗り壁、ムクの床の健康住宅 http://www.f-style2642.com/ 小林

32 一級建築士事務所宮澤建築設計室 松本市 ⾧野県内 ※2 ★★★100％ ☆100％ 許容応力度計算を行い耐震等級3が標準と考えた上で、心地よい空間をご提案 http://miyazawa-a-o.com/ 宮澤

33 協同建設（株） ⾧野市 ⾧野市、千曲市、須坂市
など

※7 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.5前後 気密性や断熱性を高め、快適で健康的な住まい。家中どこでものびのび過ごせて、コ
ロコロできる。⾧期的な視野で住まいと向き合う家づくりをご提案

http://hucos.com/company/ 小野

34 山本建設（株） ⾧野市 会社から1時間圏内 6 ★★★100％ ★★★100％ 建築物の美しさ+高断熱・低燃費パッシブデザイン・許容応力計算度耐震等級3専門
の工務店

新住協⾧野支部⾧ ⾧期優良住宅・BELS・性能表
示

https://www.yama-kk.com/ 山本

35 （有）寺島工務店 ⾧野市 県内全域 ※8 ★12％、標準C値:1.9 通気断熱WB工法により健康に良い⾧寿命住宅。社寺建築も取り組んで５０年（社員
大工２０名）

https://trsm-bco.jp/ 荒井

36 （株）相模組 安曇野市 白馬村～松本市 ※30 ★★★100％ ★100％、標準C値:0.8 許容応力度計算による耐震等級3に加えて制震システム採用 https://www.sagami-home.jp/ 宮越

37 （株）池田住建企画 須坂市 ⾧野市・小布施町・中野
市・須坂市・千曲市

※5 ★★★67％、★★33％ ★★100％、標準C値:0.5 全棟⾧期優良住宅。注文住宅の他、 耐震等級3・断熱性能HEAT20G2ｸﾞﾚｰﾄﾞの高性
能企画住宅を一千万円台から提供。模型やVR等の各種ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ駆使の打合せ

https://haruno-ie.com/index.html 池田

38 中澤勝一建築（株） 松代町 北信・東信 ※15 ★★★73％ ★80％、標準C値:0.2 R+house及び自社施工共に耐震等級３を目指す、ZEH・BELSビルダー https://ns-arch.jp/

39 塚原設計室 安曇野市 安曇野市、松本市、塩尻市 ※3 ★★★30％、★★70％ ☆100％ 2020年4月以降の新築はZEH基準クリア。全棟許容応力度計算にて検討。 ご要望が
あればZEH+もしくはそれ以上を目指し設計。安曇野産の床材。

https://xxxyxxsxxx.wixsite.com/-site 塚原

40 富国物産（株） ⾧野市 ⾧野市・須坂市 ※4 ★★★100％ ★100％、標準C値:不明 全棟住宅性能表示最高:耐震等級3、劣化軽減3、維持管理配慮3、温熱等級4 UA値
0.56 地震に強いパワービルド工法・余震に強いコーチパネル仕様

http://www.fukoku-net.co.jp/ 峯村

41 冨 岡 建 設 小布施町 ⾧野県北信エリア ※1 ★★★100％ ★★100％、標準C値:0.22 床暖のいらない暖かい住まい造り、大工ならではの木のぬくもりに包まれた自然素材
の住まい

https://www.tomiokakensetsu.com/ 冨岡

42 （株）Ｒｅｂｏｒｎ ⾧野市 ⾧野県１時間圏内 12 ★★★:80、★★:20 ★★★:100、C値:0.5前後 Q1.0住宅新築は自社で設計・施工・アフターメンテナンスを行う。性能向上リ
フォームはインスペクションから設計・施工までをワンストップで行う。

新住協、構造塾 Q1.0マスター会員 ⾧期優良住宅、BELS http://reborn-nagano.co.jp/ 塩原

43 （株）住まい工房 松本市 ⾧野県中信地区、他の
地域は要相談

18 ★★★100 ★★90、★10                   Ｃ値0.8以下 地元木材や自然素材を使用し居心地の良いお家をご提案
全棟、設計性能評価を実施

構造塾
設計性能評価、⾧期優良住
宅、認定低炭素住宅他

https://sumaikobo.com/ 保科

44 （株）村上建設 飯山市 北信地域 12 ★20、☆80 ★30、☆70 C値:0.3程度 高気密高断熱住宅、自然素材を取り入れた健康省エネ住宅の暖かい家づくり, 寒冷
多雪地域の暮らし対応

構造塾、⾧野県建設労連
住宅省エネルギー技術者
CASBEE評価員

⾧期優良住宅,認定低酸素住
宅、BELS,エネルギーパス

https://murakami-nagano.com/ 村上

45 （有）英設計 松本市 会社から1時間圏内 5 ★★100 ★★100、C値:0.2前後 建てる方の『こんな暮らしがしたい』その想いを大切にした家づくり。
制振、免震、パッシブ設計を得意とし、快適な暮らしを提案しています。

構造塾、PHJ 省エネ建築診断士
⾧期優良住宅（新築全棟）、
ZEH

https://www.hanabusa-sekkei.jp/ 天津

46 アメックスホーム伊那（有） 伊那市 ⾧野県 5 ★★★80★★20 ★★★30★★70 C値0.4以下（全棟測定） 基本耐震等級3ないし2に加えて耐震ダンパーエヴォルツ採用、HEAT20G1が標準
注文に応じてG2、G3が可能。

アマテルソーラー協会 カー
サプロジェクト

https://www.amex-ina.com 秋山

47 一級建築士事務所アトリエカムイ 軽井沢町 軽井沢町、御代田町 2 ★★★80、★★20 ★★100％、標準C値:0.5 高気密高断熱と許容応力度計算による耐震性としたうえで、場所のポテンシャルを活
かした、自然素材を多用する設計をしています。

新住協、パッシブ技術研究会 BIS、省エネ建築診断士
⾧期優良住宅、BELS、フラッ
ト35S金利Aプラン

https://atelier-camui.com/ 井野

48 （株）木族の家 松本市 ⾧野県中信地区 28 ★★★100 ★★★10、★★90 手づくり。木・無垢を大事に。外壁は左官、建具は製作。断熱性能をあげパッシブ設
計を考慮。耐震性能を大事にしている。仕様は落とさない。

木耐協。新住協。構造塾 ハウスオブザイヤー受賞 ⾧期優良住宅、BELS https://kizokunoie.com/ 下里

49 （有）田中製材工業 東御市 ⾧野県東信地区 ※4 ★★★75％、★★25％ ★★★25％、★★75％、標準C値:0.5 無垢の木と職人でつくる木組の家。設計（構造計算・温熱計算・シミュレーションも
初期より）～木材～施工まですべて自社でのワンストップサービス

http://www.tanakaseizai.jp/ 田中

50 富山 （株）OSCAR J.J 富山市 富山、石川、福井、新潟 ※221 ★★★100％ ★5％、☆95％、標準C値:0.8 ⾧期優良住宅2000棟達成、耐震等級3+制震ダンパー標準、2台入ガレージの大開口
+積雪1.5ｍ標準設計。2020年度はZEH住宅全体着工の50％提供目標

https://www.oscarjj.jp/ 三井

51 （株）すぎはら建築工房 南砺市 事務所から車で片道40
分以内

4 ★★★100%（瓦屋根は積雪１ｍで
計算）

★★★100%、C値:0.2前後 耐震等級3に加え、制震ダンパーを標準装備☆全棟気密測定☆G２/G3レベルの高断熱
＆お日様に素直な設計☆気持ちよい本物の自然素材に囲まれた暮らし☆

新住協、PHJ 省エネ建築診断士
⾧期優良住宅、性能向上計画
認定、性能表示認定

http://www.jiemon.jp/ 杉原

52 （株）城宝工務店 南砺市 車で1時間圏内 2 ★★★60,★★30,★10耐震実大試験含★★40、★60 Ｃ値0.3以下 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。許容応力度3・G1が標準仕様 コスパの良いUa値
0.4付近を推奨G2以上も可。性能向上リフォームにも力を入れている。

構造塾、住構協 耐震技術認定者、耐震診断・
耐震改修技術者 他

⾧期優良住宅、BELS http://johokoumuten.o.oo7.jp/ 城宝

53 石川 （有）端工務店 金沢市 石川県 3 ★★70 ★★★20、★★80、C値:0.7以下 専属大工による年老いても苦にならないデザイン、性能を提案 https://hashi-koumuten.com/ 隅

54 （株）セブンワークス 金沢市 石川県 ※5 ★★20％、★20％ ★★★80％、★★20％、標準C値:0.2 http://seven-works.com/ 七山



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（関東エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 神奈川 （株）あすなろ建築工房 横浜市 会社から1時間圏内 9 ★★★100 ★★★100、C値:1.0以下（平均0.5前後、
0.1以下実績あり）

「設計事務所」＋「工務店」 全棟許容応力度計算。全棟気密測定。新住協東京支
部。2020年内パッシブハウス認定取得予定物件あり。

新住協、SAREX、神奈川県木
造住宅協会、名匠家

CASBEE戸建て評価員、うちエコ診断士、BIS（断熱施工技
術者）認定、住宅省エネルギー技術者講習地域リーダー、住
宅省エネルギー施工技術者講習地域リーダー、増改築相談
員、既存住宅現況検査技術者

性能表示認定、⾧期優良住宅、
パッシブハウス認定（予定）

https://www.asunaro-studio.com/ 関尾

2 （株）キリガヤ 逗子市 逗子・鎌倉・葉山等 ※10 ★★★80％、★★20％ ★★10％、★90％、標準C値:1.0未満 SE 工法採用、床下エアコンの採用、自然素材を標準仕様としている https://kirigaya.jp/ 市原

3 （株）スタジオアネッロ一級建築
士事務所

大和市 神奈川県を中心に南関
東近郊（相談可）

39 ★★★2%、★★5% ★★★2%、☆53% 木造軸組で耐震等級３､G1をﾍﾞｰｽに⾧持ち快適住宅をご提案。G2,耐震等級3,制振装
置の木造2階建住宅引渡し間近。見学体感可能。施工業者紹介可能

構造塾 省エネ建築診断士 低炭素住宅、耐震等級３ http://www.studio-anello.com/ 冨田

4 （株）ラクジュ 横浜市 会社から1時間圏内 3 ★★★100 ★★★100、C値:1.0以下 高気密高断熱だけではなくパッシブデザイン設計をする PHJ 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、性能表示認定 https://lakuju.jp/ 本橋

5 カーサ総研（旧スルガ建設） 横浜市戸塚区
矢部町35

神奈川県・東京（西
側）

20 ★★★100 ★★★100、C値:0.3前後 全棟標準で、パッシブデザイン設計。許容応力度計算による耐震等級３、竣工時Ⅽ価０．５保証、ＵＡ価０．４６保証。施主様のコスパを重視した住まいづくりを実現させております。新住協、PHJ 省エネ建築診断士 ドイツパッシブハウス認定取
得住宅、性能表示認定、

http://www.suruga-style.com/ 小西

6 （株）ひら木 海老名市 本社より1時間以内 2 ★★★50％、★★50％ ★★★100％、C値:0.5以下 新築は⾧期優良住宅、許容応力度計算の耐震等級3+制震が基本仕様。パッシブを考慮した家づくり。⾧期優良化・性能向上リフォームを得意とする。SW会、神事協、構造塾 ZEHプランナー5★、BELS工
務店

⾧期優良住宅、BELS、⾧期優
良リフォーム

http://hilaki.com/ 杉崎

7 （株）⿁塚工務店 横浜市 横浜市、川崎市 38 ★★★100 ★★★10、★★30、★40     C値:1.0.以下 2020年度期中より、全棟気密測定実施。Ｃ値1.0以下での引き渡しを保証。断熱性Ｕ
Ａ値は、コストとのバランスを鑑みＧ１レベルを推奨。相談の上、提案。

https://team-onizuka.com/ ⿁塚

8 マドリヤアーキテクツ一級建築士
事務所

相模原市 神奈川県、東京都 35 ★★★10、★★90 ★★★10 、★★90、C値0.5前後～1.0以下 設計事務所ながら本年より一部自社施工も開始。基本性能とデザイン、コストのバラ
ンスを考えた設計を行う。

PHJ、住まいの屋根換気壁通
気研究会

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS、ZEH、
低炭素認定

https://www.madria.net/ 相須

9 大栄建設㈱ 横浜市 横浜市を中心に東京都
も一部対応

5 ★★★100 ★★★100、C値:0.3-0.4 新築は⾧期優良住宅、耐震等級３が標準仕様。お客様と共につくる「家の空気をかえ
る」あんしんの健康住宅。性能向上リフォームにも力を入れている。

横浜SW会 住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術者、木造住
宅耐震診断士

⾧期優良住宅、低炭素建築
物、BELS

http://www.daiei-co.com/ 小林

10 小泉木材（株） 横浜市都筑区 弊社から1時間県内 7 ★★★100 ★★★100 C値:0.5以下 新住協会員。冬期平均最低室温と暖冷房費にて提案。基本設計から日射遮蔽・取得は
3次元視覚化。許容応力度設計にて耐震等級３確保。

新住協、構造塾、住管協 全棟⾧期優良住宅認定 https://www.woodmeister.jp/ 小泉

11 竹広林業（株） 小田原市 神奈川県西部が主 ※3 ★★★100％ ★100％ 断熱気密性能は元より本物の木の温かみで癒される空間作りを得意としている http://www.takehiro-ringyo.co.jp/kojin.html 加藤

12 群馬 （株）POTOS DESIGN OFFICE 伊勢崎市 群馬、埼玉、栃木 1 ★★★100 ★★★100 C値目標 0.3 性能と意匠のバランスを整えた自然素材のデザイン住宅を提案 新住協 木構造マイスター準1級、エネパスEnergy Agent、木造住宅耐震診断技術者BELS、ZEH、FLAT35s耐震
等級3

https://www.potos.jp/ 岡地

13 三洋建設（株） 桐生市 会社から１時間圏内 ※8 ★★★90％、☆10％ ★★★90％、☆10％、標準C値:0.4 耐震等級３+G2以上、体感モデルあり、塗壁無料、ロートアイアン、一級建築大工
技能士によるオーダーメイドな家づくり、打合せやSR同行も積極的に

http://www.34kensetsu.com/ 深沢

14 （有）子育て世代の家設計室 太田市 本社から半径４０Km程度 10 ★★100％ ★★★100％、C値0.3程度（平均） HEAT20G2の断熱性能を基本とし、日射遮蔽・日射取得を考えた設計を行い、壁掛
エアコン1台で快適になる空間を提供しています。

新住協、JBN 性能表示認定、⾧期優良住宅 https://www.kosodate-sekkei.co.jp 小暮

15 （株）深沢組 前橋市 車で1時間圏内 1 ★★★100 ★★★100 自立研、
1985地域アドバイザー

木構造マイスター準1級 BELS https://www.fukasawagumi.co.jp/ 深澤

16 （有）盛山建設 渋川市赤城町
溝呂木465

高崎、前橋、渋川、吉
岡町

2 ★★★100％ ★★★50％、★★50％ 整理収納と回遊動線を大切にした暮らしをご提案しています。全棟⾧期優良住宅認
定。

⾧期優良住宅、BELS、性能向
上認定

https://www.moriyama-home.co.jp 盛山

17 （株）群栄美装 前橋市 会社から1時間圏内 7 ★★★100 ★★★80、★★20、C値:0.3 全棟、⾧期優良住宅が標準仕様。許容応力度計算で耐震等級3が標準。デザイン面に
も力を入れており性能と意匠の融合を掲げている。

新住協 ⾧期優良住宅 https://guneibisou.com/ 井野

18 （有）恵那建設 前橋市 会社から１時間県内 2 ★50、☆50 ★★★100 『家はすまいごこち』をコンセプトに家造りにまい進。時代のニーズに合わせて構造
レベルアップも必須に。許容応力度計算、性能評価申請OP

アマテルソーラー協会  木
耐協

CASBEE評価員 認定低炭素住宅 https://enakensetsu.com 原戸

19 斉藤建設（株） 太田市 会社から45分圏内 1 ★★100 ★★★100 Ｃ値:0.5程度 ⾧期優良住宅が標準仕様 性能評価3 全棟気密測定 構造材は群馬県産材メイン
無垢の木を始めとした自然素材をふんだんに使用した住まい

Forward to 1985
日本エネパス協会

木構造マイスター準1級
暮らし省エネマイスター

⾧期優良住宅 https://www.3110daiku.com/ 齊藤

20 田村工業（株） 太田市 群馬県東毛西毛地区 ※2 ★★★100％ ★★100％、標準C値:0.4～0.3 内装材は100％無垢材仕様。展示場あり。新築全棟Ua値0.4、BELS取得 http://tamurak.com/ 田村

21 （有）福田建設 高崎市 群馬県（東部以外）埼
玉北部

※6 ★★★17％、★83％ ★★★33％、★★67％、標準C値:0.5 親子三代健康住宅、高性能住宅専門店宣言、天然素材と自然素材で造る
安心安全の家造り

http://fukudahouse.com/ 福田

22 （株）利昌産業 高崎市 群馬県内、埼玉県北部 1 ★★★100 ★★★100％ C値:0.5以下 今年度は5棟建築予定になります。「自然素材」、温熱環境を考えた健康住宅。全棟
C値0.5以下、耐震等級3、G2グレード。モデルハウスあります。

木構造マイスター準1級、エ
ネルギーエージェント

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://risyou.com 関崎

23 埼玉 （株）榊住建 さいたま市 埼玉県南部が中心 5 ★★★100％ ★★★100％、Ｃ値:0.4~1.0未満 パッシブ設計、造作家具・建具が得意。自社設計5棟以外に注文施工のみを年5棟。
職人の技術力とアフターメンテ重視。県産材モデルハウスあり。

き塾 エネルギーエージェント、Ｂ
ＩＳ断熱施工技術者

⾧期優良住宅、低炭素建築物 https://www.sakaki-j.co.jp/ 山本

24 maao（マアオ:個人事業主） 川越市 関東（川越１h圏内） 2 ★★30%、★70% ★★40%、★60% 2020年後半より新築は耐震等級３、HEAT20G2を標準仕様とし、改修・リノベー
ションは状況や予算に応じて柔軟に仕様確定している。DIY/WSも得意。

建築士会、PHJ、構造塾、HEAD研究会省エネ建築診断士、既存住宅状況調査技術者、認定現場監査士 https://maao.jp 荒木

25 ささ木暮らし設計 北足立郡伊奈
町

埼玉県東部近辺 1 ★★★100 ★★★100、C値:0.8 新築はUa値0.34以下C値0.5以下許容応力度3を基本仕様。本質改善リノベーショ
ン。パッシブと適正な暖冷房計画で心地良い暮らしのデザインを提案。

1985、自立研、エネルギーパ
ス協会 etc

木構造マイスター準1級、エ
ネルギーエージェント etc

設計サポートとして ZEH、
BELS等

http://www.sasakurasekkei.com/ 佐々木

26 ハイシマ工業（株） さいたま市 埼玉県南部北部 ※20 ★★★5％、★★15％ ★★★10％、★★20％、★70％、C値0.5  2009年には、現HEAT20のG3を研究棟として実現ニーズに合わせて施工 http://haishima.co.jp/works/ 清水

27 （有）ヒロシ建設工業 児玉郡 埼玉県、群馬県 2 ★★★100 ★100  ⾧期優良住宅を標準に許容応力度3、ZEH仕様以上が付加できるように設計してま
す。設計監理、現場管理、大工工事まで親子でやってます。

さいたま家づくりネットワー
ク

性能表示認定、⾧期優良住宅、BELS hiroshi-kensetu@camel.plala.or.jp 小林

28 （株）岡田工務店 秩父郡 埼玉県全域 ※18 ★★100％ ★★25％、★75％、標準C値:0.35 耐震等級3に加え制振ダンパー採用。ZEH仕様ベースに注文で断熱強化が可能 http://g-labo-house.com/ 坂下

29 （有）家づくり舎ファミリー 越谷市 会社から1時間圏内 2 ★★★50、★★50 ★★★50、★★50、Ｃ値:0.3以下 家族のしあわせを育む家を提供する為に、自然素材・高気密高断熱・耐震等級３・
パッシブ設計・対話を重視する設計・高い技術力に拘る家づくり

日本エネルギーパス協会
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.iedukuri.jp 谷田貝

30 （株）荒引工務店 富士見市 会社から1時間圏内 3 ★★★66、★★33 ★★★33、★★33、★33 お施主様のご要望を優先しながら、家族が幸せに暮らせる家造りを目指します。 住構協 耐震診断士、CASBEE ⾧期優良住宅、認定低炭素、
BELS

https://www.arabiki.co.jp/ 荒引

31 高橋建築（株） 秩父郡
小鹿野町

会社から30分圏内
ご相談ください。

12 ★★★20、★★80 ★★★100％ C値:0.1台今年実
績,G3:30%

現在は許容応力度計算による耐震等級3が100％、G3率80％目標、ZEHを超えるLCCM80％目標、パッシブハウスレベルの建物を標準としています。PHJ理事,構造塾スペシャル会
員,HEAT20,新住協

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS www.ta-k.jp 高橋

32 佐藤ホーム（（株）佐藤不動産） 鴻巣市 会社から1時間圏内 6 ★★★100% ★★★100%、標準C値:0.2 全棟耐震等級3・全棟気密測定実施。内装は自然素材の健康住宅。パッシブ設計も得
意。G3グレードに近いモデルハウスあり、宿泊体験可能。

新住協
気密測定技能者・エネルギーエイ
ジェント・木構造マイスター準1級 低炭素建築物 https://www.satohome.net/ 佐藤

33 （有）佐藤工務店 上尾市 会社より車で45分圏内 4 ★★★50、★★50 ★★★100%、C値:0.1 制度開始時より全棟⾧期優良住宅(耐震等級3)ZEH100%、BELS100%。構造計算は
許容応力度計算に移行中、60年間のpayment提案を行います。

新住協・エネルギーパス協
会・JBN環境委員会

木造検定2級・耐震診断改修技術者・省エ
ネ建築診断士エキスパート・Energy
Agent・CASBEE戸建評価員・BIS

⾧期優良住宅・BELS・ZEH・
LCCM住宅

http://www.satokomuten.com/ 佐藤

34 指田建設 狭山市 車で1時間以内 ※2 ★★★50％、★★50％ ★★10％、★90％、標準C値:0.3～0.4 「許容応力度計算・FPの家」を基本仕様とし、「家づくり」は「家族づくり・地域
づくり・仲間づくり」であると考える

https://www.fp-sashida.net/ 指田

35 （有）獅子倉工務店 朝霞市 会社から30分圏内 1 ★★★100 ★★★100、C値:0.44実測値 耐震等級3・高気密高断熱・パッシブ設計に加え耐久性を考慮し、今だけじゃない将
来にわたって続く「安心・快適・経済的」な家づくり

構造塾、新住協
省エネ建築診断士、断熱施工
技術者BIS

⾧期優良住宅 https://www.shishikurakoumuten.com/ 獅子倉

36 （株）ビーエムプランニング 秩父市 会社から2時間県内 7 ★★★10、★★40、★50 ★100％、C値:0.5以下 高断熱高気密、ZEHが標準仕様とし、耐震等級３も今後標準仕様とする。 武蔵SW会 木構造マイスター2級 性能表示認定、BELS http://www.bmp-orderhouse.jp/ 小櫃

37 （株）奥山建設 ふじみ野市 会社から1時間圏内 5 ★★100 ★★★50％★★50％ C値:0.4 無垢の木を使った高気密高断熱の家を作っています。25年前から全棟気密測定を実
施しております。

⾧期優良住宅 http://fp-okuyama.com/ 小林

38 （株）夢・建築工房 東松山市 本社より車で1時間以
内

15 ★★★100％ ★★★90％、★★10％ C値0.5以下 全棟⾧期優良＋BELS★5をとります。全棟許容応力度による耐震等級3です。
日本エコハウス大賞2016優秀賞・県産材利用・断熱ﾘﾌｫｰﾑもやってます

新住協、PHJ 省エネ建築診断士、CASBEE ⾧期優良住宅、BELS https://yumekenchiku.co.jp/ 岸野

39 （株）無添加計画 本店 埼玉県 埼玉県、東京都、千葉
県の一部

17 ★★★100 ★★★50 ★★50 標準C値:0.5 構造計算・低炭素認定・BELS評価証・気密測定を全棟実施。松尾設計室を顧問と
し、パッシブ設計、冷暖房計画にも取り組む。自然素材住宅専門店。

新住協、木造ドミノ研究会
エネパス協会エネルギーエー
ジェント

低炭素認定、BELS、性能表示 https://www.re-trust.com/ 瀬野

40 （有）おが建 川口市 会社から1時間圏内 5 ★★★80、☆20 ★★★60★★20☆20、C値:0.4 高気密高断熱省エネ住宅25年の実績で家作りの根幹を見極める。地元・近郊の地盤
を熟知、納得のいくプランと引き渡し後の毎年アフターサービスを実行。

ＦＰグループ
耐震技術認定者、住宅省エネ
ルギー設計技術者

⾧期優良住宅、低炭素建築
物、ＢＥＬＳ

http:/www.ogaken.com/ 小形

41 （有）三幸住宅 川越市 会社から1時間圏内 3 ★★★33、★★67 ★★★100、C値:0.3以下 壁体内結露計算や必要な加湿量の計算、エアコンの容量計算、日照シュミレーショ
ン、VOC測定、C値測定(中間時・竣工時)等も行い、設計～施工します。

構造塾(コンサル含む）
武蔵SW会

木構造マイスター2級 ⾧期優良住宅、BELS、ZEH  http://sanko-jutaku.net(1月頃よりこちら) 新井

42 樹の家工房（株）伊藤木材建設 日高市 会社から1時間圏内 6 ★★★50 ★★50 ★80 ★★20 Ｃ値: 0.5～0.9 健康素材と耐久性や耐震性を考えたコスパの良い、想いに寄り添う家づくり
Forward to 1985 energy life
ＯＭソーラー

省エネマイスター ⾧期優良住宅 https://www.ito-mokuzaikensetsu.com/ 伊藤

43 小川工業㈱ 行田市 会社から1時間圏内 4 ★★50 ☆50 ★★★25、★★75 C値:0.5前後 創業100年 100年後も快適に住める高断熱高気密仕様をベースに、品確法耐震等級
３を確保。高効率設備やパッシブ設計も考慮し、バランスのよい家づくり

SW 木構造マイスター2級 性能表示認定、BELS、 http://www.ogawahomes.com/ 境野

44 （有）嘉藤建築設計事務所 越谷市 埼玉県東部、千葉県西
部、東京都北部

3 ★★★ 100 ★★★60、★★40、Ｃ値0.5 ほぼ⾧期優良住宅仕様、パッシブ設計、木造3階建ての構造計算を業務、シックハウ
スにならない住宅の設計・監理・施工、既存木造住宅の耐震診断・補強設計

構造塾、ＪＢＮ、埼玉建築士
会

PHJ省エネ建築診断士、住宅省エネギー技術
者地域リーダー、木造耐震診断資格者（建築
防災協会）

⾧期優良住宅、低炭素住宅、
設計・建設性能表示

https://www.katohome.com/ 嘉藤

45 松本建築構造設計事務所 日高市 車で45分程度の範囲 ※1 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.5以下 地場工務店の住宅性能の底上げ、構造計算、G1～G3設計提案。構造、通気、換気、
遮熱、断熱、気密の選定や提案を行い現場対応まで行っている

910kozokeisan3640@gmail.com 松本

46 （有）神木工務店 ふじみ野市 ふじみ野市、富士見市,
三芳町

1 ★★★:100のみ ★★★100％のみ 標準C値0.1 車で30分圏内の皆様に地域責任蜜着で家族がつむぎ、丈夫で安心できる、お財布に
も優しい、快適な住まいを提案します。特に高気密に力をいれます!

埼玉県建築士会 既存住宅状況調査技術者
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.kamikikoumuten.com/ 神木

47 茨城 いばらきパッシブハウス㈱島田材
木店

石岡市 会社から1時間圏内 8 ★★★100 ★★★100、C値:～0.3 自然素材でつくるパッシブハウス PHJ、構造塾
省エネ建築診断士マイスター、木構造マイスター準1級、既
存住宅状況調査技術者、茨城県木造住宅耐震診断士、茨城県
住宅耐震・リフォームアドバイザー

⾧期優良住宅、BELS https://www.i-passivehouse.com/ 島田

48 （株）スズモク 坂東市 茨城県南西部 11 ★★★100 ★★★40（C値0.3以下）、★★60（C値1.0
以下）

パッシブハウス認定取得あり。許容応力度3標準。なるべく安いコストで性能が高く
かっこいい家をつくりたい人のための会社です。家づくり著書2冊あり。

PHJ
省エネ建築診断士、気密測定
技術者

⾧期優良住宅100%、省令準
耐火構造100%

https://www.8341ie.com 鈴木

49 家づくりナイスホームズ（株） 水戸市 県央、県北、県西 22 ★★★100 ★★★40%、★★60%、★100％ 標準的
なC値:0.3~0.5

社員大工による施工、全棟許容応力度計算耐震等級３、全棟完成後C値測定 新住協 性能表示認定、BELS https://www.nice-homes.co.jp 菅原

50 （株）ＴｏＣａｓａ つくばみらい
市

茨城県 15 ★★★100 ★★★100％、C値:0.3以下 高気密・高断熱・低燃費・自然素材・耐震等級3(設立時より耐震等級３。2021年度
より全棟許容応力度計算)標準仕様。G3仕様の宿泊型展示場あり。

日本エネルギーパス協会 日本エネルギーパス協会
⾧期優良住宅、認定低炭素建
築住宅、ｾﾞﾛｴﾈﾙｷﾞｰ住宅

https://www.tocasa.co.jp/ 河野

51 （株）モリハウジング 日立市 茨城県北、県央 15 ★★100 ★★★40%、★★60%、C値:0.3以下 ⾧期優良住宅は標準仕様。パッシブデザインを意識した外観、自然素材を多用し、断
熱耐震、素材に関しては全棟で標準仕様としている

なし
住宅省エネ施工技術者講習修
了、茨城県木造住宅耐震診断

⾧期優良住宅、BELS、ZEH、
認定低炭素住宅

https://www.mo-house.com 森

52 （株）感動ハウス 筑西市 茨城県、栃木県 20 ★★★90、★10 ★100％ テクノストラクチャー工法の採用により「構造計算」を実施し、耐震等級3を確保。
住まい手の声に寄り添った「暮らし」をご提案

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 住宅省エネルギー技術者講習 ⾧期優良住宅、BELS https://www.cando-house.co.jp/ 吉田

53 （株）丸萬建設 筑西市 会社から1時間圏内 3 ★★★100 ★★★80、★★20、C値:0.3以下 全棟許容応力度計算による耐震等級3、高断熱高気密仕様。素材や空気感を大切にし
た設計で、持続する快適性と豊かな住まいづくりを心がけています

無
エネルギーエージェント、木
構造マイスター準1級

⾧期優良住宅、住宅性能表示 https://tsk-arch.jp/ 田㟢

54 （有）ライフボックス 水戸市 会社から1時間圏内 3 ★★★ 100 ★★★33、★★66、C値:0.3 自社計算による耐震等級３(許容応力度計算),HEAT20 G1以上,⾧期優良住宅,省令
準耐火構造が標準です。地域型住宅グリーン化事業補助金も可能。

新住協 住宅性能評価員 ⾧期優良住宅、BELS http://life-box.info/ 所

55 （有）林住建 水戸市 会社から1時間圏内 2 ★★★50、★★50 ★★★50、★50 高断熱高気密をベースにパッシブ設計をにも考慮し、木を使うだけでなく上品な落ち
着いた住まいを目指しています。

構造塾、新住協 ⾧期優良住宅 https://hayashijyuken.co.jp/ 林

56 佐伯建設 鉾田市 会社から1時間圏内 2 ★★★100 ★100％、C値:1.0以下 パッシブデザインによるZEH住宅、耐震等級３を確保し⾧期優良住宅も標準仕様とし
ている。

構造塾、SW会 日本エネルギーパス ⾧期優良住宅、BELS https://www.saeki-kensetsu.jp 佐伯

57 （株）ワカバハウス つくば市 茨城県南、県西 ※12 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 耐震等級３・パッシブ設計が標準。モデルハウスあり http://www.wakabahouse.jp/ 中山

58 株式会社生空感（生空感建築研究
所）

つくばみらい市 茨城県・千葉県 10 ★★★20、★★60、☆20 ★★★10、★★80、★10、C値:0.8以下 新築はZEHが標準仕様。建物のエネルギー性能を診断し、燃費性能を数値化した上
で、バランスのよい家づくりを提案します。

構造塾、茨城県建築士会、茨
城県建築士事務所協会

省エネ建築診断士、気密測定
技能者

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

http://seikookan.jp/ 松田

59 栃木 （株）小堀建設 宇都宮市 栃木県・茨城県 171 ★★★70％ ★★★5％ ★★95％ Ｃ値1.0 パッシブ設計の「心地よさ」と、許容応力度計算による耐震等級3の大地震後も住み続けられる住まいを提案。2020年平均UA値0.46ηAc1.5ηAｈ2.1Forward to 1985・ ＰＨＪ自
立循環型住宅研究会

暮らし省エネマイスター省エ
ネ建築診断士うちエコ診断士

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.kbr.co.jp 関口

60 （有）福富住宅 足利市 会社から1時間圏内 1 ★★100 ★★★100％ C値:0.24 「いつもの暮らしを、いつでも、いつまでも」をコンセプトに、パッシブ設計＋性能
住宅(全棟耐震等級3+制震、UA値0.46以下、C値0.4以下)をご提案。

構造塾、ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙﾋﾞﾙﾀﾞｰｽﾞﾌｧ
ﾐﾘｰ

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS https://www.smile-fukutomi.com 渡邊

61 Raphael設計 宇都宮市 宇都宮から車で１時間以内 ※2 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3 真冬の朝に無暖房で18℃前後を目指し、耐震等級３+制震構造が標準。室温や温熱環
境の見える化を行い、BELS★５、⾧期優良住宅も標準仕様。連載有

http://www.raphael-pd.com/ 神⾧

62 （株）ｔｅａｍ－Ｋ風間 佐野市 本社から25ｋｍ圏内 15 ★★★70％、★★30％ ★★★70％、★★30％、Ｃ値0.4以下 耐震等級3+Ｇ2ﾚﾍﾞﾙ+パッシブデザイン（設計力）を2021年から標準ﾚﾍﾞﾙにっして
いきます。 風音のない、放射冷暖房で空気が綺麗な健康住宅

https://www.t-kazama.com/ 風間

63 （株）オーガニックスタジオ 壬生町 会社から1時間圏内 3 ★★100 ★★★100 住まい手が健康に暮らせる事を願い、温熱環境にこだわり、仕上げでは無垢と漆喰に
こだわり、健康を害するもの排除する家づくりにこだわっています。

新住協 ⾧期優良住宅、BELLS https://organic-studio.net/ 田中

64 （株）オースタム 宇都宮市 宇都宮を中心に1時間圏内 ※4 ★★★100％ ★★★50％、★★50％、標準C値:0.3 ちょっとステキな気密・断熱・空気循環・調湿を考えた全館空調の住まい https://www.oustam.com/ 鈴木

65 磯建設（株） 那須郡那珂川
町

会社から約１時間30分圏内 2 ★★★100 ★★★100％、標準C値:0.4以下 「太陽に素直な設計」で、健康・省ｴﾈ・耐震性・耐久性・コスパの良い住まいづく
り。制振ダンパー、木製サッシ 標準採用、性能向上リフォームも得意。

構造塾、住まいの屋根換気壁
通気研究会、1985

木構造マイスター準1級・省
エネ建築診断士・エネルギー

⾧期優良住宅、BELS、LCCM
住宅

https://ishome-iso.co.jp/ 磯

66 （株）二葉産業 大田原市  県北、県央、県南の一部 ※9 ★★★50％、★★50％ ★★★100％、標準C値:0.2 耐震等級3、パッシブ設計 https://www.futabayy.co.jp/ 山口

67 創右衛門一級建築士事務所 宇都宮市 栃木県及び隣県 3 ☆100% ★★★30%、★★60% C値0.5以下 意匠と性能の両立した住まい。R3年度G2ｸﾞﾚｰﾄﾞ100%。 自立研 木構造ﾏｲｽﾀｰ準1、ｴﾈﾙｷﾞｰｴｰ
ｼﾞｪﾝﾄ

https:www.souemon.net 佐藤

68 （株）無添加計画 宇都宮Office 宇都宮市 宇都宮市、栃木市、小
山市

5 ★★★100 ★★★100 C値:0.5 構造計算・低炭素認定取得・BELS評価証取得を全棟実施。松尾設計室を顧問とし、
パッシブ設計、冷暖房計画にも取り組む。自然素材住宅専門店。

新住協、木造ドミノ研究会 低炭素認定、BELS、性能表示 https://www.re-trust.com/ 瀬野

69 那須林産工業（株） 那須塩原市 会社から車で1時間圏内 6 ★★★100 ★★★17,★★83,C値:0.5前後 壁体内無結露50年保証、許容応力度計算による耐震等級3、UA値0.4前後、完了時気
密測定、室内環境測定、風量測定、全て全棟標準

FPの家 ⾧期優良住宅、BELS https://nasurin.com/ 渡辺

70 （株）齋藤建設 那須塩原市 主に栃木県北部（南は
⿁怒川以北）

※3 ★★100％ ★★100％、標準C値:0.2 最初のプランの提案時に、品確法耐震等級計算の耐震等級３の計算書、HEAT20G1
グレード以上の外皮計算書を提出

https://saiconst.jp/ 齋藤

71 千葉 （株）アールデザイン 浦安市 浦安より1時間圏内 10 ★★★30、★★70 ★★★100 C値:0.2以下 WELLNESTHOME東京ベイ支店として高性能で高耐久な家づくりに取り組んでいま
す。

エネパス協会 エネパスエージェント ⾧期優良住宅、認定低炭素、
BELS、エネパス、ZEH

https://www.rdesign.co.jp/ 城戸

72 （有）ウッディ伊藤 船橋市 千葉県北西部 4 ★★★100 ★★★100、C値:0.2平均 暮らしを楽しむ間取り+北欧デザイン、木製トリプルガラス窓+付加断熱仕様 PHJ 省エネ建築診断士Meister、気密測
定技能者、エネルギーエージェント ⾧期優良住宅、性能表示認定 https://sweden-standard.com/ 根岸

73 （有）タケワキ住宅建設 松戸市 会社から1時間圏内 6 ★★100 ★★★15％、★★85％、C値:0.5～0.8 自然素材の家、自社大工は伝統工法木組みも。家具も自社制作、ﾊﾟｯｼﾌﾞｿｰﾗｰ 耐震診断士 ⾧期優良住宅 http://takewaki-j.co.jp/ 竹脇

74 （株）ウッディホーム 千葉市 千葉県全域 ※10 ★★50％（新築） ★★50％（新築）、標準C値:1.0 千葉県NO1建設サービス会社の実現を経営理念に掲げ地域密着と社会発展に尽力。
増改築リフォーム中心で年間約100棟の耐震診断、耐震補強工事

https://www.woodyhome.com/ 田中

75 （有）国松工務店 大多喜町 会社から1時間圏内 1 ★★★100 ★★★100、Ｃ値 0.3以下 全棟HEAT20G2仕様以上の高断熱住宅、パッシブ設計を取り入れた省エネ住宅、Ｚ
ＥＨ★★★★（5つ星を）3年連続取得しております

千葉ＳＷ会 住宅の省エネルギー技術者 性能表示認定、BELS https://kunimatsu-k.com/ 山岸

76 青山都市建設（株） 我孫子市 千葉県、茨城県会社よ
り１時間圏内

2 ★★★100 ★★★100％ Ｃ値0.5 自然素材をふんだんに使い、耐震等級３。⾧期優良住宅をベ－スに外壁、内壁塗り壁
にこだわる。断熱も自然素材のセルロ－スファイバ－にこだわる。

ちば木造ネットワ－ク エネルギ－パス認定 ⾧期優良住宅、ＺＥＨ https://www.www.aoyamax.com 足立

77 e暮らすホーム/暮らすデザイン設
計事務所

千葉県 会社から1時間圏内 3 ★★100 ★★★100％ 建物基本性能を重視しパッシブ設計を行います。全棟HEAT20 G２、耐震等級３
（SSバリュー）、C値0.５以下（全棟測定）を標準化しています。

構造塾 省エネ建築診断士 性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

e-kurasu.jp 齋藤

78 宮崎建設（有）一級建築士事務所 柏市 会社から約1時間圏内 4 ★★★100 ★★★50、★★50、C値:0.5以下 極力機械設備に頼らない無垢の木・自然素材を利用し小さなエネルギーでゆたかに暮
らせる家創り

Forward to 1985 暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅・住宅性能表示 http://www.miyazaki.e-const.jp/ 宮崎

79 秋山木材産業（株） 習志野市 会社から1時間圏内 5 ★★100 ★20％ 性能向上リフォ－ムが中心、補助金活用も積極的です。個別計算（梁、基礎）は必ず
行い、wallstatで検証。G1,G2 許容応力度計算対応可能です。

構造塾、ステキ信頼リフォー
ム推進協会

wall statマスター会員、伝統
耐震診断士

性能表示、⾧期優良住宅（新
築、増改築）,BELS

https://rfv-narashino.jp 加藤

80 須藤建設㈱東関東支店 千葉市、流山
市

千葉県、埼玉県東部、
茨城県南部

25 ★★★30、★★70 ★★★30、★★70 C値:0.5前後 自然素材にひと手間加えた空間の提案、内と外をつなぐ空間を得意とする。全棟許容
応力度構造計算、G1以上、気密測定、新住協会員

新住協、構造塾 省エネ建築診断士、気密測定
技能者、木構造ﾏｲｽﾀｰ準1級

⾧期優良住宅 https://sudohome.com/ 齊藤

81 平林建設（株） 夷隅郡 夷隅郡市・茂原市・⾧生郡など ※4 ★★★25％ ★100％、標準C値:0.8前後 耐力壁充足率1.8以上、偏心率0.15以下かつ全棟油圧制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ採用。 2016年第三
者機関主催の施工品質ｺﾝﾃｽﾄ全国８位(千葉県１位)。中大規模木造

https://www.hirabayasi.net/ 古山

82 （有）水戸工務店 柏市 千葉、東京、茨城、埼
玉、の一部

※6 ★★★50％、★★50％ ★★★83％、★★17％、標準C値:0.3 大事なのは人材、自社育成の若い社員大工による確実丁寧な施工が自慢 http://mitok.jp/ 小林

83 東京 （株）Lakke 練馬区 東京23区西部および周辺 ※1 ★★★100％ ☆100％ 二世帯や大家族の個々の住まい方に適応したプラン提案が得意 https://www.lakke.co.jp/ 金内

84 （株）遠山工務店 R+house中野 中野区 東京都内中心 2 ★★★100  ★★100% C値:0.5以下 高断熱高気密をベースに全棟気密測定実施、許容応力度計算による耐震等級3を確
保。建築家のプランニングで、性能を活かし、生活に合わせた提案が可能。

⾧期優良住宅、BELS https://to-yama.co.jp/ 遠山

85 （株）カツマタ 武蔵野市 会社から1時間圏内 10 ★★★100 ★★★30、★★20、★50  C値1.0以下 構造材は無垢材で許容応力度計算耐震等級３、断熱材は自然素材でUa値0.4～0.5
台、を標準仕様としています。

構造塾、木住協、(一財）住宅
産業財団

⾧期優良住宅、BELS、住宅性
能評価、省令準耐火

info@kastumata-arch.com 勝又

86 （株）参創ハウテック 文京区 東京23区を中心に
20km圏内

15 ★★★90、★★10 ★★★100、C値:1.0以下 許容応力度設計の耐震等級3を目指す,ﾊﾟｯｼﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ手法を用いた設計,ﾀﾞﾌﾞﾙ断熱の採
用,ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄが得意,G3仕様,床下ｴｱｺﾝや暖冷房の提案も行う

PHJ,重量木骨の会,東京家づく
り工務店の会,1985等

省ｴﾈ建築診断士,暮らし省ｴﾈﾏｲｽ
ﾀｰ,CASBEE,家庭の省ｴﾈｴｷｽﾊﾟｰﾄ

⾧期優良住宅、性能表示、低
炭素建築物認定、BELS等

https://www.juutaku.co.jp/ 尾崎

87 （株）守重建設 日野市 東京西エリア ※4 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2前後 1年中快適な室温・湿度をｴｱｺﾝ一台で過ごせるため、年間光熱費10万円以下 https://www.morisigekensetu.jp/ 守重

88 （株）真柄工務店 西東京市 会社から1時間圏内 11 ★★★100 ★★★100 C値:0.3 高断熱高気密仕様をベースに、全棟、許容応力度計算による耐震等級３を確保UA値
0.46以下が標準仕様

新住協 構造塾 エコハウス
研究会

エコハウスマイスター 性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.magara-koumuten.co.jp 真柄

89 （株）アセットフォー 練馬区 会社から車で15分 5 ★★★100％ ★★★100％.Ｃ値0.3以下 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。性能向上リフォームにも力を入れ始めました。30
年前から高断熱・高気密住宅をつくっています。

新住協、ＦＰの家 BIS・気密測定技能者 性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.assetfor.co.jp 荒井

90 （株）小野寺工務店 調布市 会社から30分圏内 8 ★★★60、★★40 ★★★80、★20、C値:0.5以下 新築は全て高気密高断熱住宅。全棟において気密測定実施。性能プラス、デザイン設
計と、無垢な素材を標準にしている。

PHJ 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 https://www.onodera-koumuten.com/ 小野寺

91 （株）清菱建設 足立区足立区、荒川区、北区、文京区、葛飾区、川口市、草加市3 ★★66％、★33％ ★★★100％、C値:1.0未満 許容応力度計算、HEAT20のG2グレードを標準。全棟気密測定を実施し、C値は1.0
以下とする。温熱シミュレーション対応。

SW会、構造塾、ZEH推進協
議会

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、低炭素、
BELS、東京ゼロエミ、性能表

http://kiyobishi.co.jp/ 高橋

92 R＋house八王子南（有）一貴工
務店

八王子市 東京都・神奈川県 4 ★★★100 ★★★80、★★20、C値:0.2前後 高性能な住宅を大工歴４０年以上現役大工社⾧の元、選び抜かれた職人集団が造りま
す。耐震等級３標準、R＋house加盟店

⾧期優良住宅 https://www.r8032.com/ 磯村

93 ＭＯＡ一級建築士事務所 江戸川区 会社から1時間圏内 80 ★★★10、★★10 木造軸組工法、許容応力度計算で２階建て耐震等級３・3階建て耐震等級２に考慮し
て計画をしています。

moayamasyou@gmail.com 山本

94 SUR都市建築事務所 新宿区 関東を中心に全国 5 ★★★100％ ★★★80、★★20、C値:1以下 耐震等級３、HEAT20 G2が標準、性能のみにこだわらず自然エネルギー利用のバラ
ンスのとれた住宅を目指している。2017日本エコハウス大賞優秀賞受賞

CASBEE戸建評価員 ⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅、住宅性能評価等

http://surarch.com/ 浦田

95 i+i設計事務所 新宿区 関東、コラボは全国 5 ★★100 ★★★100 C値0.1~0.5 意匠系事務所だが全棟ホームズ君を使って温熱計算・構造計算している。代表は「間
取りの方程式」「新米建築士の教科書」著者。工務店コラボ実績多数。

新住協 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅

https://iplusi.info/ 飯塚

96 カサボン住環境設計（株） 文京区 全国 12 ★★★95、★★5 ★★★100 耐震は等級3、断熱はG2グレードを標準。断熱温熱性能を確保しつつ意匠設計にも注
力を注ぎながら設計をしています。

自立研、PHJ、Forward to
1985

住宅省エネルギー技術者、家
庭省エネルギーエキスパー

⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅、性能表示認定、東京ゼロ

https://www.casabon.co.jp/ 井田

97 岡庭建設㈱ 西東京市 多摩エリア、２３区西
部、埼玉県南部

25 ★★★100 ★★★２０、★★８０ C値:1.0 地域で５０年目の工務店。新築住宅の質は⾧期優良住宅以上、省エネ断熱性能は東京
ゼロエミ住宅がベースになっている。また、つくるだけでなく、家を守るメンテナン

CASBEE戸建・既存住宅状況
調査技術者

⾧期優良住宅・低炭素住宅・
性能表示制度・BELS

https://www.okaniwa.jp 池田

98 大久保工務店(株) 八王子市 会社から1時間圏内 2 ★★★100 ★★★100、C値:0.3 ⾧期優良住宅、許容応力度3が標準仕様、エアコン１台の稼働による冷暖房計画を実
施。 ２０１９年棟数:3

イノスグループ ⾧期優良住宅、BELS、認定低
炭素住宅

https://www.ookubo-k.com/ 大久保

99 東商住建（株） 江戸川区 23区・千葉の東京
隣接市区

※5 ★★★60％、★★40％ ★100％、標準C値:1.0以下 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。許容応力度3・ＺＥＨが標準仕様。性能向上リ
フォームにも力を入れている。所属団体:新住協・ＰＨＪ・ＪＢＮ

https://tousho.com/ 佐藤

100 望月建設（株） 大田区 大田区のみ ※3 ★★★67％、★33％ ★100％、標準C値:1.0前後 創業70年超え。自社大工を抱えているため高品質。メンテナンスを考え施工エリア
は大田区のみ

https://www.e-house.co.jp/mochizuki/ 望月



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（東海エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 静岡 （有）アスカ工務店 富士市 静岡県東部・中部 7 ★★★100 ★★★100、C値:0.7前後 全棟許容応力度計算による耐震等級３を取得し制振ﾀﾞﾝﾊﾟｰを採用、全棟気密測定を実
施、健康・省ｴﾈ・耐震性・耐久性・経済性のﾊﾞﾗﾝｽのいい家づくり

構造塾、耐震住宅100％実行
委員会

暮らし省エネマイスター
設計住宅性能評価、⾧期優良
住宅、BELS

https://n-asuka.com/ 中村

2 ウッドライフ（株） 袋井市 袋井市、掛川市、磐田
市、森町

1 ★★★:100、 ★:100 Ｃ値0.5前後 ・住宅性能表示、ＢＥＬＳにて評価しています。・耐震等級3+制振装置（オプション）・断熱性能はＺＥＨ基
準・気密Ｃ値 平均0.46・内装仕上げ材はすべて自然素材・無垢の天竜杉床板が好評です 構造塾 住宅性能表示、ＢＥＬＳ https://www.wood-life-home.com/ 藤井

3 （株）オオセ 浜松市 静岡県西部 ※1 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 info@oose-net.co.jp 内山

4 （株）カーサ 浜松市 東三河～掛川市 8 ★★★100 ★★★100、C値:0.3前後 パッシブデザインによる塗り壁の家。セルロースファイバーや制振ダンパー
「evoltz」を全棟採用し、６０年⾧期サポートシステムを導入している。

構造塾、PHJ、1985
省エネ建築診断士、気密測定
士、暮らし省エネマイスター

⾧期優良住宅、低炭素建築
物、BELS

https://casa-eco.co.jp/ 渥美

5 誠風庵・大山一誠アトリエ 浜松市 静岡県、他 1 ★★★100% ★★★100％
自社開発の三つの熱損失「断熱・換気・気密」から複合UA値を算出し、その性能評価を元に14畳用以下のエアコン1台で
暖房可能な断熱計画をします。許容応力度計算による耐震等級３+偏心率0.05未満+制震工法
評価を元に、50坪程度なら14畳用エアコン1台で暖冷房可能な断熱計画をします。

浜松市地球温暖化防止活動推進センター⾧、浜松市次世代住
宅推進協議会、浜松市住まいの研究会、浜松市ウエルネス推
進協議会、浜松市SDGs推進プラットフォーム

CASBEE戸建て評価員、住宅省エネルギー
設計技術者・施工技術者、既存住宅状況調
査技術者

⾧期優良住宅、BELS、 https://www.seifuuan.com 大山

（株）育暮家ハイホームス 藤枝市 掛川市から静岡市 5 ★★100％ ★★★80％、★★20％ Ｃ値１～1.5 大井川の森の木でつくる⾧期優良住宅（耐震等級３温熱性能ﾋｰﾄ20G2）省エネアプリ
「わが家の省エネ手帖」を利用した提案、小さな家、性能向上リフォーム

自立循環型住宅研究会、社
Forward to 1985 energy

うちエコ診断士、応急危険度
判定士、キャスビー評価員、

⾧期優良住宅、BELS https://hihomes.co.jp/ 寺坂

サンキハウス/静岡三基（株） 静岡市 会社から1時間圏内 7 ★★★14、★★86 ★★★100％、C値:0.5以下 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。品確法3・ＺＥＨが標準仕様。2x6工法ならUA
値:0.35、トリプル樹脂窓＆床下エアコン標準 北欧スタイルの外観

新住協
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://diyhome.co.jp/ 伊豆川

6 （有）TK 武田建築 静岡市 静岡県中部、西部、東
部の一部

※11 ★★★100％ ★★★100％ 耐震等級3・パッシブ設計標準、エネパスに依る性能表示（第三者認証） http://tk-takeda.co.jp/ 武田

7 山梨 （有）山本建築工業 甲府市 会社から1時間圏内 2 ★★100 ★★★100％（6地域・UA値＝0.4前後）、
Ｃ値:0.5以下

全棟⾧期優良住宅、耐震等級３（品確法、基礎・梁断面は許容応力度計算）＋制震
テープ、省令準耐火構造、自社大工、基礎・給排水・電気設備も自社施工

山梨県木造住宅協会・JBN
構造塾

住宅省エネルギー講習会 ⾧期優良住宅、BELS http://www.ymkn.co.jp/ 山本

8 （株）Vent計画設計室 甲府市 山梨・⾧野南部 ※5 ★★★20％、★★80％ ★★40％、★60％ 住まい手の生活に寄り添う暮らしやすい間取りや収納を提案。⾧期優良住宅認定を基
本、現場監理も厳しく。熟練職人による無垢材と漆喰仕下げも魅力

https://www.vent-arch.com/ 遠藤

三枡建設（株） 甲府市 10 ★★★80、☆20 ★★★80、☆20 太陽熱エネルギーを利用して全館暖房と給湯を行うシステムを提案しています 2×4協会
住宅断熱施工指導員・ＣＡＳ
ＢＥＥ評価員

住宅性能表示 http://www.mimasu-online.com 小宮山

9 梶原建築 富士吉田市 県内、通勤1時間以内 1 ★★★100 ★★★100 新築は⾧期優良住宅を標準。リノベーションはベストな対処を見極めて。オールアー
ス、自然素材を重視したストレスフリーな住環境づくりとします。

JSHI、EMFA ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽ・省ｴﾈ建築診断士、
木構造ﾏｲｽﾀｰ準一級

⾧期優良住宅、BELS https://sumaihadaiji.com 梶原

10 岐阜 ひだまりほーむ（株）鷲見製材 岐阜市 岐阜県 愛知県 ※35 ★★82.86％、★17.14％ ★★82.86％、★17.14％、標準C値:0.5 国産材・県産材のみで家づくり。断熱材は全棟セルロースファイバー採用 https://hidamari-home.jp/ 小川

11 （株）大雄 各務原市 愛知県、岐阜県 ※70 ★★★50％、★★50％ ★★★20％、★★10％、★40％、☆30％、C値0.3 注文住宅は全棟許容応力度計算実施+制振装置の採用。全館空調の物件はHEAT20の
G2とC値0.5以下が標準

https://www.daiyuu.com/ 成瀬

12 （株）ミノワ 加茂郡 岐阜、愛知、三重 18 ★★:100% ★★★100%、Ｃ値:0.3前後 高性能住宅への⾧年の取り組みで培った確かな技術力を基に、一人ひとりのお施主様
にあった住宅をご提案します。

新住協、構造塾 岐阜県木造住宅アドバイザー
ＣＡＳＢＥＥ戸建評価員

⾧期優良住宅、性能表示認
定、ＢＥＬＳ、認定低炭素

https://minowa.biz 古田

13 ハウジングアイズ:（有）工栄建設 高山市 岐阜県北部を中心 5 ★★★40★★60 ★★★100 会社は施行令86条積雪量1.2～2.6mに位置。積雪量により耐震等級は２以上、UA値
は0.3以下とします。断熱リモデルにも力を入れています。

JBN,構造塾
一級施工管理技士・住宅省エ
ネ技術者

⾧期優良住宅 http://www.housingeyes.com 岡田

14 （株）広和木材 中津川市 岐阜、愛知、三重の一部 ※50 ★★80％、☆20％ ★★★5％、★★25％、★20％、C値0.5 耐震等級3に加え注文に応じ制振ダンパー採用。ZEHベースに断熱強化も可 https://kowamokuzai.com/ 古谷

15 （株）紙太材木店 加茂郡 岐阜県、愛知県
会社から1時間圏内

3 ★★★66、★★33 ★★★100 C値:全棟平均 0.3 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。許容応力度3・Heat20 G2が標準仕様。 新住協 省エネ建築診断士、気密測定
技能者

⾧期優良住宅、BELS https://kamita-zaimokuten.jp/ 田原

16 松田工務店（松田建築工房） 土岐市 岐阜県・愛知県 ※2 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3 品確法耐震等級計算の耐震等級３、制振ダンパー採用 https://matsuda-kentikukoubou.com/ 松田

17 （有）水野建築 土岐市 会社から１時間圏内 3 ★★100 ★★100 新築は⾧期優良住宅が標準仕様です。許容応力度3、性能向上リノーベーションにも
力を入れています。「ﾊｳｽ・ｵﾌﾞ・ｻﾞ・ｲﾔｰ・ｲﾝ･ｴﾅｼﾞｰ2019」優秀賞受賞

新住協、Ｆｏｒｗａｄ ｔｏ
1985 、構造塾

⾧期優良住宅、ＢＥＬＳ https://mizuken1342.com/ 水野

18 凰建設（株） 岐阜市 会社から1時間圏内 12 ★★★20★★80 ★★★100 C値0.5以下 生涯コストで最も安くなる住宅を提案しております。 PHJ、ミライの住宅 省エネ建築診断士
性能表示、⾧期優良住宅、
BELS、パッシブハウス

https://www.ohtori.net/ 森

19 （株）野村建設 揖斐郡 岐阜・愛知・三重の各一部 6 ★★★50、★★50 ★★★67、★★33 Ｃ値:0.4前後 創業１００年「たしかな家で豊かに暮らす」住まいを提案しています。 ＪＢＮ・東海木造住宅協会 CASBEE 戸建評価員
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

http://www.clasico-nomura.jp 野村

20 有建築設計舎 多治見市 岐阜県、愛知県 ※4 ★★★50％、★★50％ ★★★100％、標準C値:1.0前後 ①許容応力度計算による構造確認②パッシブデザインによる温熱省エネ設計③自然素
材による家づくり を基本設計仕様としている

https://www.yu-arch.com/ 坂崎

21 リブアース（株）リビングプラザ
岐阜県養老郡
養老町高田

岐阜県・愛知県・三重県 16 ★★★100 ★★★80、★★20、C値:0.4 性能と意匠の両立を得意とする、全棟パッシブ設計、全棟⾧期優良住宅、全棟許容応
力度計算、保有水平耐力計算や限界耐力計算、時刻歴応答解析も対応

構造塾・JBN・住宅医協会・
Forward to 1985 energy

認定住宅医
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.livearth.co.jp/（info@livearth.co.jp） 大橋

（株）ヤマジョウ建設 岐阜市 岐阜県、愛知県 12 ★★★70%、★★30% ★★★100% C値0.6以下 ぎふ県産材100%の⾧期優良住宅が標準仕様。現在は全棟耐震等級３でG2以上の性
能をご提案します。

JBN、岐阜県産直住宅協会
木造住宅ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞﾗ
ｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ、気密測定士

⾧期優良住宅、BELS http://www.yamajo-cons.co.jp ⾧屋

（株）無添加計画 岐阜支店 岐阜市 岐阜県・愛知県の一部 13 ★★★100 ★★★100 C値:0.5 構造計算・低炭素認定取得・BELS評価証取得を全棟実施。松尾設計室を顧問とし、
パッシブ設計、冷暖房計画にも取り組む。自然素材住宅専門店。

新住協、木造ドミノ研究会 低炭素認定、BELS、性能表示 https://www.re-trust.com/ 瀬野

ワダハウジング和田製材（株） 土岐市土岐市、瑞浪市、多治見市、可児市、御嵩町18 ★★100 ★★10、★60、☆30、C値:1.0以下 100年続く材木屋が創る天然素材と無垢の家。100年の歴史から得た「素材」の目利
き能力が特徴。⾧期優良住宅が標準仕様。性能向上に力を入れている。

フォーセンス 1級建築士、1級施工管理技士
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.wada-h.co.jp/ 纐纈

各務建設㈱ 岐阜県関市 岐阜県、愛知県 3 ★★★30、☆70 ★★★30、★★70 標準C値:0.6 断熱材は熱容量,調湿性に優れたセルロースファイバーや木繊維系を使用。合板も極
力使わず、無垢の木を使った、健康にやさしい家づくりが得意です。

木造住宅相談員 性能表示認定、⾧期優良住宅 http://www.kakamu-k.co.jp
各務

（博）

金子建築工業（株） 楽園住宅 恵那市 恵那市から1時間圏内 6 ★★★100 ★★★100 C値:0.3程度 耐震、断熱、気密性能に自社基準を設け、性能にこだわった住まいづくりをしていま
す。⾧く快適に安心して住み続けられる住まいを提案します。

新住協、構造塾 ﾊﾟｯｼﾌﾞﾊｳｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ⾧期優良住宅、LCCM、BELS https://rakuen-jutaku.co.jp/ 堀

匠家 多治見市 多治見市,及び周辺 1 ★★★100 ★★100％、C値:0.2 数々の現場経験を生かし、住宅を研究している大工です。自ら設計・施工し、１棟１
棟大切に造ります。高気密高断熱高耐久、許容応力度計算の耐震等級3

新住協、構造塾 takumiya2012@gmail.com 島田

平田建設（株） 関市 岐阜県中濃地区、岐阜地
区、愛知県北部

3 ★★★100 ★★75、★25 C値:0.5前後 許容応力度計算による耐震等級３を確保した⾧期優良住宅が標準仕様。全棟気密測定
実施。性能向上リフォーム、リノベーションにも力を入れている。

東海木造住宅協会、家学塾
気密測定士、岐阜県木造住宅
耐震相談士

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.ie-hirata.com/ 平田

22 （株）高橋建設 住み香 郡上市 会社から1時間圏内 6 ★★★100 ★★10、★80、☆10、C値0.4～0.5 地産地建による自然素材の健康省エネ住宅（高気密高断熱仕様）。構造は2020年度
より全棟★★★

Forward to 1985 energy
life,JBN

CASBEE戸建評価員、うちエコ診断
士、暮らし省エネマイスター

⾧期優良住宅、BELS、性能表
示認定

https://takahashi-ks.com/ 高橋

23 愛知 HAPINICE 豊橋市 東三河(会社から60
分・30㎞圏内

20 ★★★:100％ ★:100％ C値＝0.4～0.6 耐震等級3+制震ダンパー標準採用。構造・性能・素材・デザインのバランスを大切
にしています。

ご希望に合わせて各種取得可 https://www.hbk8.com/ 加藤

24 （株）iiie 知多郡 知多・西三河・名古屋 10 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.14 許容応力度構造計算で３を125～150％の強化（直下率65％）。Ｕａ値0.2～
0.３、ＢＥＩ0.3～0.7。パッシブ設計。木造専門（平屋・２階・３階のみ）

⾧期優良住宅認定100％・
BELS・性能表示認定

https://www.iiie41.com/ 修造

25 KSアーキデザイン事務所 瀬戸市 東海３県 1 ★★★100 ★★★100 自然素材をつかった住宅、耐震等級は3が標準  構造塾  https://ksarchi.wixsite.com/home 坂田

26 Ｒｉｇｏｌｏ（株） 北名古屋市 愛知県尾張地区（知多
除く）

2 ★★★50、★★50 ★★★100％ C値:0.7以下 Youtube動画配信中。現在はすべて許容応力度計算で3。年6棟程度。
HEAT20G3（UA値0.26以下）にも対応。床下エアコン等にも対応。

構造塾、JBN
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

http://rigolo.co.jp/ 丹羽

27 （有）IN THE HOME 高浜市 会社から1時間圏内 6 ★★★100 ★★100  C値0.3 法律で定める5倍以上の換気量で生活臭・ホコリがなく、結露対策にもなる設計。1
フロアに1台の壁掛けエアコンで真冬でも毛布一枚で眠れます。

構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 https://www.inthehome.jp/ 前田

28 エンズホーム 小牧市 事務所から車で1時間以内 ※12 ★★★30％、★★60％、★10％ ★★★80％、★★20％、標準C値:0.5 新住協マスター会員・手の届く低燃費で⾧持ちする家がモットー・全棟QPEX計算・
全棟気密測定２回・全棟壁内結露計算・アウトドア大好き

https://www.marukyo-net.co.jp/ 小縣

29 サンケン住宅 碧南市 移動時間1時間以内 ※1 ★★★100％ ★★100％ お客様にずっと寄り添った家づくり。地域材を使い健康にもこだわった素材の家。
パッシブを取り入れた自由設計

https://sankensmile.com/ 三島

30 ニワホーム（株） 岩倉市 岩倉市および近隣市町 ※4 ★★★25％、☆75％ ☆100％、標準C値:1.2前後 充実の性能＝安全（耐震）・健康（断熱）・効率（動線・収納）・快適（自然素材）
で世界に一つの注文住宅を。今後全棟構造★★★、省エネ★★以上

https://niwahome.jp/ 丹羽

31 ハウスエナジー（株） 名古屋市 愛知、岐阜、三重 ※15 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3 会社設立8年目、設立当時より高気密高断熱に取り組んいる。すべて許容応力度計算
の耐震等級3、UA値0.34～0.44、C値0.2～0.3

http://www.house-energy.co.jp/ 桑原

32 マルス建設（株） 豊田市 豊田、西三河エリア、
名古屋

※4 ★★★25％、★★75％ ★★75％、★25％、標準C値:0.6前後 全棟耐震等級3取得。最低G1グレードを確保し、お客様の安全と健康を守る https://marusu-home.com/ 小川

33 （株）WELLNEST HOME ⾧久手市 全国 ※120 ★★★30％、★★70％ ★★★100％、標準C値:0.2 G2 グレードより遥かに高い省エネ性能が標準仕様 https://wellnesthome.jp/ 近藤

34 鎌倉寿建築設計室 豊田市 全国 3 ★★★100 ★★★100、Ｃ値:0.3以下 構造は『Wallstat』、省エネ『建もの燃費ナビ・PHPP』による性能の見える化。特
にパッシブハウスの設計監理・認定コンサルタント業務を中心に活動。

PHJ、新住協
省エネ建築診断士
Wallstatマスター

⾧期優良住宅、ﾌﾗｯﾄ35S、
パッシブハウス認定

https://www.hisashi-kamakura.jp/ 鎌倉

35 丸山建設（株） E-HOME 名古屋市 愛知県内 ※15 ★★100％ ☆100％、標準C値:1.0未満 室内の空気環境を整え住まう人の健康と建物自体の健康を守る家づくりに特化 https://www.e-home.tv/ 水野

36 （有）原田建築 岡崎市 岡崎・幸田・西尾・豊
田など

5 ★★100 ★★★80、★★20、C値:0.5以下 新築は⾧期優良住宅・耐震等級3・ＺＥＨが標準仕様。断熱改修リフォームも得意で
す。パッシブデザインも取り入れ、自社大工にこだわり、施工します。

構造塾、Forward to 1985
energy life

暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅、性能表示認
定、BELS、ZEH

http://www.haraken-daiku.com/ 原田

37 （有）幸設計建築 岡崎市 ご相談による ※4 ★★★100％ 建築設計事務所。施工は施主様のご希望がなければご紹介。許容応力度計算全棟実
施。省エネについてはご要望により毎回決定している

http://yuki.racoo.co.jp/ 奥野

38 住まい工房 整建 新城市 新城・豊川・豊橋・岡
崎・蒲郡・豊田・浜松

8 ★★★100 ★★★100 全棟、許容応力度計算による耐震等級3とHEAT20G2クラスが標準仕様。パッシブデ
ザインを取り入れて快適で省エネな家造りをしている。

構造塾・Forward to 1985
energy life

暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅、BELS、 http://sumai-seiken.com/ 戸田

39 新都工業（株）フェイスホーム 海部郡 尾張旭市・瀬戸市 ※5 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3～0.4 全棟許容応力度計算実施、G2グレードモデルハウスあり http://www.faith-home.jp/ 滝

40 神谷建築スタジオ 高浜市 全国 5 ★★★100 ★★★100、UA値0.4W/㎡K程度 木造住宅専門の設計事務所。全棟木造専門の構造事務所と協働にて耐震等級3の性能
確保。

住宅医協会 https://www.kamiyastudio.com/ 神谷

41 竹内工業（株） 西尾市 西三河エリア ※17 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.148 平均 微動探査、気密測定及び構造計算、エネルギー計算を自社で行える。2013 年から高
性能住宅の建築に取り組んでおり、様々なノウハウがある

https://takeuchi-kk.jp/ 岡安・岡田

42 （株）都築建築 西尾市 会社から1時間県内 10 ★★★100% ★★★50、★★50、C値0.5以下 省エネ仕様をG2、標準仕様をG1と定め、許容応力度計算による耐震等級3を全棟に
実施しています。また家の⾧寿命化への取り組みに注力しています。

日本ｴﾈﾙｷﾞｰﾊﾟｽ協会、住構協 ⾧期優良住宅、性能表示認定 tk-style.co.jp 都築

43 子育て安心住宅＆デザインラボ 豊橋市 東三河エリア・湖西市
（一部地域除く）

31 ★★★10％ ★★90％ ★★★100％ 標準C値:0.6～0.7 2021年より全棟耐震等級3・全棟C値測定とUA値計算実施。3Dによる日射検討・打
合せが好評。子育て世代の方達へ高性能な家を手の届く価格で提供。

  https://www.kosodate-designlab.com/ 鈴木

44 （株）コーリュウ 岡崎市 会社から1時間圏内 1 ★★★100％、☆ ★★★100%、☆ Ｃ値:1.0 地震強く、省エネで快適で健康的な生活ができる家を設計 たんなる高断熱住宅では
なく、健康に生活できる自然室温の確保を重視してます

日本エネパス 自立循環型住宅
研究会

省エネ建築診断士 エネル
ギーエージェント

認定低炭素住宅 http://kouryuco08.com/ 酒井

45 （株）ニコハウス設計室 豊橋市 田原市、豊橋市、
豊川市

5 ★100％ ★★★100％  C値:1.0前後 高気密・高断熱をベースに室温を計測し、保証しています。今後は許容応力度による
耐震等級3をベースとしていきます。古民家リノベモデル施工中。

Forward to 1985 暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅 https://nicohouse-s.com/ 鈴木

46 （株）河井建築 刈谷市  愛知県内
(一部地域除く)

5 ★★★40、★★60 ★★★20、★★40、★40
C値:0.5前後(1.0以下必須)

許容応力度計算による耐震等級3･制振ﾀﾞﾝﾊﾟ-標準採用。高性能ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ住宅を予算
内で。ﾊﾟｯｼﾌﾞ設計を取り入れ、省ｴﾈﾙｷﾞｰな暮らしを提案している。

Forward to 1985、構造塾
低炭素住宅、性能表示認定、
⾧期優良住宅

http://www.kawaikenchiku.co.jp/ 河井

47 （有）T-style 幸田町 西三河・東三河 5 ★★★100％ ★★★80％、★★20％、C値:0.1～0.3 ⾧期優良住宅・高気密・高断熱は当たり前。省エネ性の高い住宅を手掛けておりま
す。1970年創業、信頼と実績で断熱改修も得意です。

暮らし省エネマイスター
⾧期優良住宅・BELS・性能表
示設定

https://t-style1950.com/ 山本

48 デザインウォール設計事務所 名古屋市守山
区

名古屋市近郊1時間圏
内

15棟 ★★★66% ★★★20%、★★50%、★30%、標準C値
0.5

⾧期優良住宅取得及び気密測定を基本とする。意匠設計、構造設計、環境設計を柱と
したバランスの取れた設計を強みとしている。

⾧期優良住宅、性能表示認定 http://designwall.jp/ 林

49 共感住宅ray-out 幸田町 三河 7 ★★★70、☆30 ★★★100％、C値0.3 全棟完成時に気密測定を行い、G3グレードの実績あり。オーダーメイド家具なども
使って、デザイン提案

構造塾、百年の家 住宅省エネルギー技術者
BELS、性能表示、⾧期優良住
宅

https://www.ray-out.net 野口

50 豊和住建 （有） 大府市 会社から1時間圏内 8 ★★100％ ★★★100％ C値:0.3～1.0以下 新築は全棟HEAT20 G2グレード、耐震等級３は性能表示計算（許容応力度計算
可）。全棟気密測定。パッシブ設計を重視し自然素材による健康住宅目指す

住活協、ジェルコ
暮らし省エネマイスター、エ
ネルギーエージェント

性能表示認定、⾧期優良住宅 https://houwa-juken.co.jp/ 三宅

51 （有）梅村工務店 豊田市 豊田、西三河エリア 5 ★★100％ ★★★４０％、★★６０％、標準C値:0.4５
平均

カラダもココロも健康になれる「100年後も住みたくなる家」を作っている 構造塾、Forward to 1985 暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅 https://umekou.co.jp/ 梅村

52 Ａｉ設計室株式会社 名古屋市 愛知、岐阜、三重 10 ★★★100 ★100％、C値:1.0以下 耐震等級3，高気密高断熱仕様をベースにしています。得意分野は2ｘ4の設計。 構造塾 省エネ建築診断士受講予定 性能表示認定、⾧期優良住宅 https://ai-designroom.co.jp/ 山内

53 （株）鈴木建築 北名古屋市 会社から1時間圏内 6 ★★★100 ★★★100 C値:0.3 耐震等級3とG2グレードを基本に日影シュミレーションで日射取得、日射遮蔽を重視
した設計。結露対策に可変気密シートを採用。液状化対策を考慮。

⾧期優良住宅 https://suzuki-kenchiku.co.jp/ 鈴木

54 三重 （株）Sweet Home 津市 会社から1時間圏内 3 ★★★100 ★★★66、C値:0.2～0.5 新築は⾧期優良住宅・許容応力度3が標準仕様。自然素材を使った健康住宅。自社大
工による安心施工。オーダーメイド家具も得意です。

構造塾 ⾧期優良住宅 http://sweethome-mie.jp/ 山﨑

55 棲栖舎 桂 一級建築士事務所 四日市市 三重県北部 4 ★★★75、★★25 ★★★100 耐震、温熱、デザインを高い水準で実現することを目指して家づくりに取り組む。年
間4~5棟を受注の上限に設定

PHJ、新住協、構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS https://www.seiseisha.com/ 桂山

56 森大建地産（株） 伊賀市、津市 三重県 35 ★★★１００ ★★★１００ C値０．５ 三重県初パッシブハウスあり 新住協、PHJ、構造塾、1985
省エネ建築診断士、木構造マ
イスター

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS、性能評価等

https://www.mori-dai.com 森

57 野呂 建築 多気郡 三重県中部(車で
松阪市40分ぐらい)

※1 ★★★100％ ☆100％ 田舎の大工。営業、設計、施工(弟と共で)と一人でするため年間着工数に制限があ
り。健康住宅(通気断熱(WB工法)を得意としている

n-ymtymn@ma.mctv.ne.jp 野呂



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（近畿エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 大阪 河本興業（株） 枚方市 枚方市・寝屋川市近辺 ※5 ★★★100％ ★20％、☆80％、標準C値:1.5前後 全棟許容応力度の構造計算を実施し、耐震等級3確保 https://wellhouse.biz/ 河本

2 （株）Eee works 枚方市 近畿２府4県 2 ★★★100 ★★★100、C値:0.2 構造・温熱性能を手段として、目指すものは『豊かな暮らしの器をつくる』こと。
『住まい手の想いに寄り添い浮かび上がるかたちを磨き上げる』がモットー

新住協、PHJ
省エネ建築診断士、JSHI公認
ｲﾝｽﾍﾟｸﾀｰ

⾧期優良住宅 https://eeeworks.com 日下

3 （株）Nプランニング 豊中市 大阪・兵庫・奈良 28 ★★★95、★5 ☆90 耐震3・省エネ4・省令準耐火のｾｯﾄが多い。自然素材の家も設計していきたい。 構造塾・奈良建築士会 ⾧期優良住宅・性能表示認定 http://nplanning.jimdo.com/ 山下

4 アティックワークス株式会社 東大阪市 会社から1時間圏内 1 ★★★100 ★★★100 「家族の時間を高性能住宅で愉しい暮らしに」を目指しています。
新住協、PHJ、大阪府建築士
会

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅・性能表示認定 https://atikworks.sakura.ne.jp/home/ 北川

5 プラスCホーム（株） 大阪市 大阪市・北摂・大阪府
東部

※7 ★★★70％、★★30％ ★★20％、★80％、標準C値:1.0以下 阪神淡路大震災の現場での体験から耐震等級３を標準としている。プラス制震装置も
標準としている。そこからご予算に合わせ高断熱・高気密

https://www.plus-c-home.com/ 三田

6 （株）リーフ 大阪狭山市 大阪府全域とその周辺
府県（90分以内）

2 ★★★100 ★★★100 高性能だけにとどまらず、自社オリジナルの天然木キッチン、家具をコーディーネト
し、インテリア性の高い住宅を提供している。

新住協、SW会、アールプラス
ハウス

⾧期優良住宅、性能表示、
BELS、ZEH

https://leaf-arc.com 猪倉

7 （株）正田工建 堺市 堺市 ※7 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3以下 地域に根ざして活動しており、モデルハウス兼事務所も耐震3、G2、ZEH。 https://shoken-r.co.jp/ 正田

8 （株）藏家 大阪市 会社から車で1時間圏内 ※1 ★★★100％ ★★★100％ 大阪の河内⾧野の杉・桧を使って性能のいい家づくりをしている https://kura-ya.net/ 居藏

10 （株）大庭工務店 大阪市 大阪・兵庫 ※18 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 全棟G2・気密測定実施、ここ4棟は全て0.1台。全棟許容応力度計算の耐震等級3+制
震工法。ZEH比率78％。内装は自然素材使用、無垢ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ+木梁現し

https://obakoumuten.co.jp/ 大庭

11 （株）松原工務店 堺市美原区 大阪府下 5 ★★★100 ★★★80、☆ 弊社は耐震等級３・断熱等級４を標準仕様としており、デザイン性も妥協することな
く「安心安全快適を当たり前としたデザイン住宅」を実現します

JBN、地球の会 ⾧期優良住宅 https://matubarakoumutenn.com/ 西條

12 （株）藤田建設工業 枚方市 枚方市、高槻市、茨木
市、交野市

4 ★★★100 ★★★100、C値:平均0.3 全棟、気密測定実施、許容応力度計算による耐震等級３、ZEH、パッシブ設計に取り
組み、人と地球にやさしい家づくり。

SW会、構造塾 ⾧期優良住宅、BELS https://www.fujitakensetsu.jp 畑

13 大幸綜合建設（株） 東大阪市 会社から１時間圏内 5 ★★★100 ★★★100、C値:0.39 あたたかいをテーマに高断熱高気密住宅＋自然素材を使い快適で健康的に⾧く暮らせ
る価値のある家づくりをしています。

新住協、JBN 住宅省エネルギー技術者 ⾧期優良住宅、ZEH https://daikostyle.com 西田

14 （株）中土居工務店 東大阪市 会社から30K圏内 2 ★★★100 ★★★80 ★★20 C値:0.38  高断熱高気密仕様を標準として光熱費ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ&ﾛｰﾝｼｭﾐﾚｰｼｮﾝご提案 100%自社大工
による施工精度を意識した親切丁寧・現場きれいをﾓｯﾄｰに勤しんでいます

優良工務店の会、大阪府建築
士会 耐震部会

CASBEE戸建 ⾧期優良住宅・低炭素住宅 http://www.nakadoi.co.jp 中土居

15 （株）中川忠工務店 枚方市 大阪・京都 ※5 ★★★10％、★90％ ★★★90％、★★10％、標準C値:0.3 無垢材を使った家づくりが得意。G２レベルを基準に、予算に応じた断熱性能をご提
案。注文住宅ならではの、お施主様の「したい」を叶える家づくり。

https://nakagawachu.com 中川

16 滋賀 （株）K-HOUSE 彦根市 会社から1時間圏内 3 ★★30％ ☆70％ ★★★100％、Ｃ値:0.3以下 気密や断熱性能の数値だけではなく、住み心地の快適性能に力を入れています。エア
コン１台と全熱交換換気システムを連動した全館空調エコハウス

エネルギーパス
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS、ZEH

https://www.k-house-shiga.jp/ 西村

17 ベストハウスネクスト（株） 栗東市 滋賀県 2 ★★５０ ☆５０ ★１００％ c値:1.0以下 新築は構造計算を行等級３をご提案。ＺＥＨが標準仕様。HEAT20 G2を推奨して
います。補助金対応の耐震リフォームも実績あり

住宅医・ 省エネ建築診断士 ZEH BELS ⾧期優良住宅 https://besthouse.cc/ 吉本

18 （株）マルト 犬上郡 会社から1.5時間圏内 7 ★★100(計算は★★★)現在は★★★100申請★★★15、★★85、C値1.0以下 ⾧期優良、許容応力度３+α、G2(地域補正)が標準。自然素材・パッシブ・構造省エ
ネはシュミレーション。全館空調・断熱強化・制震・リフォーム対応。

構造塾
木造耐震診断資格、wallstat
マスター、省エネ設計技術

⾧期優良住宅、BELS、低炭素
住宅、性能向上住宅

https://www.maruto-s.com/ 澤田

19 合同会社 稲村工舎 彦根市 滋賀県内 ※2 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 高性能な家づくり ina.co@x2.gmobb.jp 西村

20 住まいる設計工房 米原市 会社から１時間圏内 1 ★★100 ★100 本年度はリフォーム一棟のみ 構造及び断熱レベルは新築時の性能 完成保証有 耐
震診断の施工店、設計事務所登録済 リフォームに力をいれてます

構造塾 https://smile-sekkei.work/ 古賀

21 （株）フィックスホーム 栗東市 滋賀県・京都の一部 16 ★★★85％、☆15％ ★★★85％、★15％、C値:0.5以下 耐震等級3（許容応力度計算）に加え、パッシブ設計の考え方を取り入れ、エアコン
1台で冷暖房を実現する、耐震性・断熱性・気密性に優れたエコ住宅を提案

構造塾
⾧期優良住宅、性能表示認
定、BELS

https://www.fixhome.jp/ 楢崎

22 仲谷建設 米原市 会社から30分程度内 2 ★:50、☆:50 ★★:50、☆:50 C値1.0未満 自然素材を多用し、パッシブデザインを考慮し、自然の力を味方につけて笑顔で快適
な暮らしを造る。性能向上リフォームも力を入れている。

Forward to 1985 暮らし省エネマイスター
⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅

http://www.nakatani-k.jp 仲谷

23  筒井工務店 米原市 滋賀県内 1 ★★100％ ★★★100％、C値:0.2前後 無垢材、県産材をふんだんに使用。高気密高断熱住宅を設計し自社大工が丁寧に施
工。建物燃費ナビによる省エネ性能を見える化。

構造塾、PHJ 省エネ建築診断士 ko-jisan@gaia.eonet.ne.jp 筒井

24 （有）ハンズ ＡＲＣＨ 東近江市 会社より1時間半圏内 10 ★★★100％ ★★100％、Ｃ値:0.3以下 全棟、許容応力度計算による耐震等級3を確保し、パッシブ設計を用いて、デザイ
ン・性能・耐久性を確保しエアコン1台で快適に過ごせる家づくり。

構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 https://arch-d-b.com 石井

25 兵庫 studio78 姫路市 播磨エリア 5 ★★★100 ★★100 標準C値:0.6 パッシブ設計を取り入れ機械に頼らない家づくり Forward to 1985 energy life 省エネマイスター ⾧期優良住宅、BELS https://hds78.com/ 難波江

26 一級建築士事務所わびすき 兵庫県明石市 関西圏全域 5 ★★★、80 ★★★100％ C値:0.5以下 安心安全な暮らしを目指し4人の女性建築家が丁寧に家づくりをしています。きめ細
かなヒヤリングでワクワクする楽しい家づくりをしています。

構造塾 ⾧期優良住宅 https://www.wabisuki-arc.jp 奥田

27 （株）宮下 神戸市北区 兵庫県内 6 ★★★30、★★70 ★100%、★★以上も対応可 C値:1.0未満 
全棟測定

兵庫県産木材とデコスドライ工法が新築の標準仕様。許容応力度計算の耐震等級3を
標準仕様にウチソトに木を使った”木と共に暮らす”住まいづくり。

構造塾、ひょうご木の匠の
会、ひょうご木のすまい協議

⾧期優良住宅、ゼロエネル
ギー住宅、デコスドライ工法

https://miyashita-lww.jp/ 浮村

28 （株）建築工房いろは 姫路市 姫路・たつの市・加古川 ※5 ★★★10％、★★90％ ★★★90％、★★10％、C値:0.3前後 自然素材を使い⾧持ちする高性能住宅 http://www.k-iroha.jp/ 大島

29 （株）あんじゅホーム 神戸市灘区
神戸市（灘区、東灘区、中央区、兵庫区、⾧
田区、須磨区、垂水区、西区、北区）、西宮
市、芦屋市、明石市、三田市、宝塚市、伊丹

市、尼崎市、淡路市

16 ★★★94、★★6 ★★12、☆83 阪神大震災の経験から、安心して住める住宅を提供しています。２階建は耐震等級３
（耐風等級２）、全棟構造計算を標準。３階建は耐震等級２は確保。

近畿木造住宅協会、構造塾 https://www.sumai-jp.com/ 深見

30 （株）工藤建築環境設計室 宝塚市 事務所から1時間圏内 4 ★★★100 ★★★100、C値:0.5以下 新築住宅は⾧期優良住宅仕様。断熱材はセルロースファイバーを使用し、気密と調湿
が共存した建物を計画しています。

パッシブハウスジャパン  新住協気密測定技能者 ⾧期優良住宅、低炭素住宅 http://www.k-jks.com/ 工藤

31 （株）松尾設計室 明石市 会社から90分圏内 25 ★★★100% ★★★100% C値:ほぼ(90％は)0.5以下 床下エアコン暖房、小屋裏エアコン冷房を日本で最初に開発した。「ホントは安いエ
コハウス」「エコハウス超入門」も執筆。Youtubeも開設している

住まいの屋根換気壁通気研究会
理事、みんなの住宅研究所理事

省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS https://www.matsuosekkei.com 松尾

32 （株）大喜建設 たつの市
兵庫県、たつの市、相生市、赤穂市、赤穂

郡、宍粟市、姫路市、高砂市、加古川市、福
崎町、神河町、太子町、佐用町、三木市、小

野市、加西市、明石市、神戸市

6 ★★★30、☆70 ☆100、C値:1.0以下 高気密高断熱仕様をベースに、構造性能の追求により、頑丈・⾧寿命、全棟「耐震等
級3」レベルを実現。

新住協 性能表示認定、⾧期優良住宅、BELS https://ad-house.co.jp/ 千葉

33 （有）オーブルホーム 神戸市 会社から1時間圏内 6 ★★★67、★★33 ★★★100%、C値:0.5以下 新住協マスター会員。構造や省エネ性能だけでなく、デザイン、素材や機能、コスト
など全てにバランスの取れた家づくり

新住協 ⾧期優良住宅 https://www.arbrehome.com/ 塩貝

34 自然工房 養父市 兵庫県北部、車移動
1.2時間圏内

2 ★★★50、★★50 ★★★100、 構造:許容応力度計算で等級3をめざします。温熱:Ua値平均0.35 C値平均0.3 
Q1.0住宅Ｌ3をめざし1件1件ていねいに設計・施工を行います

（一社）新木造住宅技術研究
協議会

（新住協）マスター会員 BELS、⾧期優良住宅、等 https://www.sizenkobo.coｍ/ 熊田

35 但南建設（株）ピースホーム事業部 朝来市 但馬・丹波・福知山市 13 ★★90、★10 ★★100 全棟、⾧期優良住宅（多雪地域で耐震等級2、一般地域で耐震等級3)、5地域でG1グ
レード、ZEHビルダー評価制度で5つ星評価を取得。

構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS http://www.pi-s-home.com/ 清水

36 京都 （株）大真 城陽市 京都府南部を中心 7 ★★★、100 ★★★90、★★10 C値:0.5以下 新築は⾧期優良住宅が標準仕様。断熱性能はHEAT20G2グレードを基本としていま
す。全邸気密測定実施、地域の断熱リフォームにも注力

PHJ 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 //ds-daishin.com（daisin@utopia.ocn.ne.jp） 大上

37 アプリコット建築研究所 ⾧岡京市 関西一円、ほか相談に
より

3 ★★★66、★★33 ★★★66、★33、C値0.3 狭小3階以外は許容応力度計算耐震等級3、自社設計監理物件G2レベル以上、パッシ
ブハウス認定予定有、在来木造・2×4工法、性能+家事動線を大事に

PHJ、構造塾マスター会員 省エネ建築診断士
⾧期優良住宅、性能表示認
定、低炭素建築物

http://apricot-archi.com 田代

38 （株）エルハウジング 京都市 京都・滋賀・大阪 300 ★★★2、★★0.3、☆97 ☆100 標準で制振装置設置、品確法の耐震３･耐風２の検討実施。低炭素仕様標準。
オプションで許容応力度計算、性能評価申請、ZEH対応。

構造塾 木造住宅耐震診断士
性能表示認定、⾧期優良住
宅、ZEH

https://l-housing.co.jp/ 藤野

39 (株)中村 / ココチの家×こども未
来設計事務所

西京区 会社から1時間圏内 3 ★★★100 ★★★100 C値:0.5 耐震等級3を標準仕様。グラスウールブローイング工法+気密+換気システム+少しの
エネルギーで年中一定温度の快適な暮らしが実感できます。

新住協、構造塾、 日本ツーバ
イフォー建築協会

気密測定技能者、既存住宅状
況調査技術者

BELS、低炭素建築物 https://cocochinoie.jp/ 原田

40 （株）小林工務店 京都市上京区 京都市内、その他相談 2 ★★★50、☆50 ★★★50(C値:0.49)、☆50(C値計測無し） 無垢材を使用したデザイン。高気密・高断熱かつ省エネに特化した、ライフサイクル
コストを抑えられる住まいをご提供いたします。

構造塾、木質構造研究会、日
本TIP建築協会

⾧期優良住宅、BELS https://arch-koba.com/ （info@arch-koba.com) 杉村

41 一級建築士事務所      
FORMA建築研究室

京都市/亀岡市 関西 3 ★★★100 ★★★30、★★70（C値0.5以下） 許容応力度計算による等級3 、パッシブデザインをベースに高断熱高気密。リ
フォームにも要望と予算、性能のバランスを考慮した設計を行う

PHJ 住宅医協会 省エネ建築診断士・住宅医 ⾧期優良住宅 https://www.forma-fae.com/ 中西

42 （株）松本工務店 京都市西京区 京都市 向日市 ⾧岡京市 3 ★★100 ★★★67 ★★33 耐震は3又は2に加え制震（テープ）は100％採用、太陽光搭載は67％、断熱はＧ１
以上が標準仕様

ＳＷ会 愛犬家住宅 京都府耐震診断士
⾧期優良住宅、性能表示認
定、BELS

http://www.matsumoto-koumuten.jp 松本

43 奈良 （株）Office.N 奈良市 奈良県北部、京都府南部 5 ★★★:100 ★:100、C値:1.0以下 許容応力度計算による耐震等級３を確保。生涯においてかかるメンテナンスコストを
最小限にしつつ、健康に配慮した自然素材住宅に力を入れている。

自然素材の家づくり研究会 BELS、住宅性能表示 https://www.o1999n.com 中垣

44 協栄ホーム（株） 香芝市 香芝市・北葛城郡近辺 ※35 ★★★100％ ★30％、☆70％、標準C値:1.0前後 全棟許容応力度の構造計算を実施し、耐震等級3確保+⾧期優良住宅認定取得 https://www.kyoueihome.co.jp/ 高木

45 （株）ファンズホーム 北葛城郡広陵
町

奈良、大阪、兵庫 5 ★★★100 ★★★100、C値0.1以下 クオリティー・オブ・ライフ「QOL」性能とデザインは新築もリノベーションもすべ
てに意味のある家づくり。設計「中本建築設計事務所」（奈良市）にて

省エネ建築診断士、住宅省エ
ネルギー技術者

性能表示、⾧期優良住宅 https://www.fans-home.co.jp（nakamoto@fans-home.co.jp） 中本

46 （株）和宇 香芝市 奈良県北西部 ※4 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 内装は自然素材の健康住宅 http://wada-k.com/ 和田

47 神崎設計工房 奈良市 全国 2 ★★★100 ★★★100（UA0.34以下） Ua0.34以下、許容応力度耐震等級３、Ct値0.5以下を標準とする設計事務所です。
その他気密施工監理もC値0.5以下で請け負っています。

パッシブハウスジャパン 省エネ建築診断士 性能表示認定、BELS必須、⾧
期優良住宅（要望で）

kanzaki@bg8.so-net.ne.jp 神崎

48 高栄ハウジング（株） 橿原市 奈良県・大阪府の一部・和
歌山県の一部

8 ★★★100 ★★★86、★14、C値:0.2195 全棟で「許容応力度計算の耐震等級３、気密測定、樹脂サッシ、制震テープ、充実の
住宅設備、燃費計算、40年後までの資金計画」エアコン１台で全館冷暖房

PHJ、新住協、求工会、構造
塾受講、HG会

省エネ建築診断士、気密測定
技能者、ﾀｲﾍﾞｯｸﾏｽﾀｰ、ホウ素

⾧期優良住宅、現金取得者向
け新築対象住宅証明書（耐震

https://www.koueihousing.com/ 田中

49 和歌山 株式会社 永岡建設 和歌山県日高
郡みなべ町芝

御坊市・日高郡・西牟婁
郡・田辺市

16 ★★93%、☆7% ★100%、C値:1.0以下 高断熱高気密仕様をベースに全棟、品確法耐震等級計算による耐震等級3が標準仕
様。通風や採光を考慮し、ちょっとかっこいい家づくりをしています。

構造塾、LIFE LABEL 耐震等級３、BELS https://www.nagaokakensetsu.co.jp/ 永岡

50 （有）丈六工務店 海草郡 和歌山北部・南大阪 2 ★★★50，★★50 ★★50，☆50、C値:1.0以下 自社にて許容応力計算「耐震等級3」と省エネ計算します。それに加え制振テープを 
挟んで住宅まるごと制振住宅で気密も確保。Jo6にお任せください!

住宅省エネルギー設計技術者 ⾧期優良住宅、すまい給付金 joroku@hotmail.co.jp 丈六



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（中国エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 岡山 （株）カスケホーム 倉敷市 岡山県全域 ※3 ★★★40％、★★60％ ★★★40％、★★60％、標準C値:0.6
高いデザイン性と素材にこだわった家づくり。コストパフォーマンス重視の省エネ設
計と耐震等級３の構造躯体

https://www.kasuke.co.jp/ 山田

2 （株）小林工業 美作市 岡山県全域 ※18 ★★★95％、★★5％ ★★★5％、★★95％、標準C値:0.3
自然素材をふんだんに使った人と環境にやさしい「ロハスな家」。メンテナンスが極
力かからない、少しの冷暖房で快適に暮らせるパッシブ設計。G2可

https://koba-i.co.jp/ 石田

3 （株）近藤建設興業 岡山市北区 岡山県全域 14 ★★★20 ★★80 ★★★100 年間平均C値0.2
全棟認定⾧期優良住宅、全棟省令準耐火構造、全棟制震工法、年間平均Q値1.24平均
C値0.2、ηAC1.0以下ηAH2.0以上、LCCM住宅 IoT住宅実績豊富

HEAT20 ZEH協 1985 構
造塾 地盤塾 SW会

暮らし省エネマイスター 
CASBEE戸建評価員

LCCM住宅 ZEH+ 低炭素 
CASBEE  PD認証   BEST

https://www.kondo-kk.com 近藤

4 （有）山根工務店 津山市 津山市圏域 5 ★100％ ★★100％、標準C値:0.5以下
耐震等級3+制震、省令準耐火構造を標準仕様とし、安心安全な家づくり。    
断熱はG1グレードが標準で、G2対応可。快適で経済的な家づくりのお手伝い。

イノスグループ、SW会
住宅医、耐震診断員、施工管
理技士、応急危険度判定士

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.yamane-koumuten.jp/ 山根

5 （有）上田建築工房 新見市 岡山県北 5 ★★★20％★★80％ ★★★20％★★80％標準C値0.25
耐震等級3+制震性能、断熱はG1とG2の中間が標準、C値は社内基準で全棟0.5未
満、自然素材を活かした心地よい空間を、パッシブ設計でご提案

構造塾、住宅医、SW会
住宅医、耐震診断員、施工管
理技士、応急危険度判定士

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://atatakaiie.jp/ 上田

6 倉敷ハウジング（株） 倉敷市 岡山県内 80 ★★★:80 ★★:80 全棟構造計算を行い、耐震等級３注文住宅を建築。要望に応じて断熱強化も可能 住宅省エネルギー技術者
⾧期優良住宅、BELS、住宅性
能表示制度

https://kurahau.co.jp/ 吉山

7 倉敷木材（株） 倉敷市 会社から1時間圏内 23 ★★★10、★★90 ★★★100%、C値:0.3前後
全棟G3以上の性能。制震システムが標準。材木店の強みを生かし高性能でナチュラ
ルな家づくり。エコハウスアワード最優秀賞他多数受賞。

パッシブハウス・ジャパン 省エネ建築診断士
パッシブハウス認定、⾧期優
良住宅

http://www.kuramoku.com/ie/ 福本

8 （株）親和建設 倉敷市 会社から50分圏内 8 ★★80、★20 ★★★80、★★20、標準C値:0.5前後
全棟耐震等級3(許容応力度3に移行中)+制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ+WALLSTATによる検証/G1・
G2ｸﾞﾚｰﾄﾞ標準/省令準耐火構造/2020 KMEW 中四国ｴﾘｱ優秀賞ﾓﾃﾞﾙﾊｳｽ有

HEAT20、住構協
耐震技術認定者、省エネ技術
者

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.shinwa-kensetu.co.jp/ 中桐

9 息吹木の家（株） 岡山県津山市
津山、真庭、美作、岡

山、倉敷
5 ★★★40、★★60 ★★★20、★★80

新築は⾧期優良住宅が標準仕様。自然素材にこだわり、中へ入ると木の香りしかしないよう
な家造り。高断熱、パッシブ設計、お客さまと共に造りあげる家造りを目指しています。

Forｗard to 1985、JBN、
CHL岡山

暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅、ZEH、BELS http://www.ibukinoie.co.jp/ 志水

10 （株）兵恵建設 津山市
岡山県全域（一部エリ

アを除く）
8 ★13 ★★★13★87

2021年より新築はＧ２(UA値0.34)以下,Ｃ値1.0以下,耐震等級３,⾧期優良住宅が標
準仕様 自然素材・地域産材を使った家づくり

構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS http://hyoe-kensetsu.com/ 兵恵

11 広島 （株）マエダハウジング 広島市 広島県内 ※6 （リノベーション、新築） ★★16％、標準C値:推定1.2前後
クワトロ断熱工法による健康住宅「０宣言の家」及び性能向上リノベーションの提案
力。G2リノベモデルハウス所有:Ua値0.41、Ｃ値1.2、評点1.51

https://www.maedahousing.co.jp/ 横山

12 （株）G proportion ｱｰｷﾃｸﾂ 広島市 広島、東京を主体に全国 ※6 ★★★35％、★★50％、★15％ ★★★100％、標準C値:0.35 省エネ＋デザイン＋風水を強みにしている設計事務所 keizo-office.com 八納

13 （株）プレゼントデザイン 広島市 日本全国 ※3 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.5 FP資格も持ち、心地よく建てた後の費用が抑えられる生活をご提案 https://pleasant-design.com/ 川端

14 マスダランドビル（株） 三次市
県北・島根県東部（松
江・出雲・大田市）

※6 ★★100％ ★★100％、標準C値:0.6
G１以上のUA0.4以下の性能、全棟気密測定C値0.7以下。モデルハウスあり。全棟耐
震等級２相当

https://mshome.tv/ 小谷

15 （株）井上工務店 東広島市 東広島市 ※3 ★★33％、★33％ ★★★33％、★★66％、標準C値:0.25
SWパネルに制震テープ採用、壁、天井は熱貫流率0.019のウレタン断熱材100ｍ
ｍ、天井は付加断熱GW14㎏100～155、サッシはサーモスHアルゴン入標準

https://cocoro-house.com/ 井上

16 （株）共栄店舗(共栄ホーム) 福山市 広島県東部、岡山県西部 55 ★★★30、★★50、★20 ★★★60、★★30、★10 家具の自社工場を持ち内装にこだわったデザイン住宅も得意。
パナソニックビルダーズグ
ループ

テクノストラクチャー工法 https://www.kyoeihome.jp 村上

17 （株）幸工務店 福山市 広島県東部・岡山県西部 ※1 ★★★100％ ★★★100％
新築のみならず、改修に関しても構造・省エネを解析・ご提案することで安心で快適
なお住まいをご提供

http://yuki-koumuten.com/ 幸

18 高橋工務店（株） 呉市 呉、広島、東広島 8 ★★★100％ ★★★14％、★★86％、平均C値0.31 耐震等級3+制震SW搭載で繰り返しの地震など災害に強く安心、安全なお家づくり SW会、新住協、構造塾、JBN 住宅省エネルギー ⾧期優良住宅 https://www.ouchiwa-takahashi.com/ 高橋

19 （有）N's 福山市 会社から1時間圏内 8 ★★25、★12、☆63 ★★★62、★38、C値0.3以下
高気密高断熱の仕様にあわせて、全棟燃費計算をしています。構造に関しても許容応
力度計算にも対応してます。

PHJ 省エネ建築診断士3名
⾧期優良住宅、BELS、ZEH、
ゼロエネ住宅

https://www.nacca-design.com/ 佐藤

20 旭ホームズ（株） 広島市
広島市、廿日市市、東

広島市
10 ★★★30％、★★30％、★40％ ★★★20％、★★80％

全棟気密測定を行い、断熱はG1グレード以上の性能を基本として、耐震等級3を取得
した⾧期優良住宅をご提案しております。平均C値0.5~0.7c㎡/㎡

JBN、瀬戸内良質住宅研究会
レモンの家

省エネ建築診断士、エネル
ギーエージェント、気密測定

⾧期優良住宅、BELS、認定低
炭素建築物

https://asahihomes-h.com/ 名藤

21 （株）日高建築工房 廿日市市 広島・廿日市 ※3 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.1～0.2
全棟Ｕａ値0.3以下、1人で丁寧に営業から設計、構造・温熱計算、現場管理まで
“質”にこだわった家造り

https://hidaka-kenchiku.com/ 日高

22 木村哲也建築デザインオフィス 東広島市 西日本 2 ★★100 ★★100、C値:0.4
高気密高断熱仕様をベースに自然光と眺望を活かしたパッシブ設計を行う。性能・機
能を重視しデザイン性のある住宅が特徴である。床下エアコンにも対応

新住協 http://t-k-design.com/ 木村

23 山口
（株）トーヨー
メープルホームズ山口

光市 会社から1.5時間圏内 4 ★★100 ★★100％、C値:0.5前後
品確法耐震等級3、基礎・横臥材等は応力度計算。全棟気密測定。一般住宅や、輸入
住宅(メープルホムームズFC)の新築を主としています。

日本ツーバイフォー建築協会 2×4協会登録検査員 ⾧期優良住宅、性能表示認定  https://toyo-ie.co.jp/http://www.maplehomes.jp/ 福田

24 中川建設（株） 岩国市 山口県岩国市、柳井市、広
島県大竹市、廿日市市

2 ★★100 ★★★100、全棟気密測定 C値= 0.5 以下
高断熱高気密と⾧期優良住宅の仕様をベースに、自然素材を使用したパッシブデザイ
ン設計を使った省エネで快適な家づくりをしています。

ﾚﾓﾝの家の会、ﾊﾟｯｼﾌﾞ技術研究
会、1985、自立研

耐震診断・耐震改修技術者、
住宅省ｴﾈﾙｷﾞｰ技術者、暮し省ｴ

⾧期優良住宅 http://www.nakagawa-wagokoro.com/ 西本

25 鳥取 （株）小田原工務店 米子市 鳥取県西部 18 ★★★100 ★★★100 C値:0.3前後
新築は⾧期優良住宅が標準仕様。許容応力度3が標準仕様。パッシブ設計も考慮しバ
ランスの良い家づくりを目指している。

SW会 構造塾 暮らし省エネマイスター ⾧期優良住宅 https://odaharakoumuten.co.jp/ 小田原

26 やまのすみか（株） 八頭郡智頭町 1時間15分圏内 2 ★★100 ★★★100 C値0.3以下
標準でUa値0.25前後、自社で許容応力度計算可能。気密測定器を自社保有し、中間
＋完成時に測定。本社事務所をパッシブハウス認定申請予定で建設中。

PHJ、構造塾
省エネ建築診断士、気密測定
技能者

⾧期優良住宅、BELS https://yamanosumika.jp 田上

27 福山建築 鳥取県倉吉市 鳥取県全域・岡山県北 16 ★★★100%
★★★40%、★★60% C値自社機基準0.5以
下 実測平均0.2前後

1996年から高気密高断熱高耐震住宅に取組 全棟 許容応力度3 ・ 5地域G1(UA値0.4以下) ・ 全棟
BELSが 標準。建築家とコラボしたパッシブ設計・デザインにも特化した資産価値の高い家づくりを提供

とっとり健康・省エネ住宅推進協議会 一般社団法人健康・
省エネ住宅を推進する国民会議 一般社団法人ZEH推進協議
会 HEAT20研究会 他

気密測定技能者 ⾧期優良住宅 BELS 他 http://www.o-fukuyama.com/ 松本

28 （株）タウン建設 鳥取市 鳥取県東部地区 ※13 ★★★20％、★★50％、★30％ ★★★50％、★★50％、標準C値:0.5 自然素材の健康住宅。G２グレードのパッシブ設計のモデルハウスあり https://www.yume-town.net/ 出井

29 島根
デザインハウス「（株）シン
ソー」

出雲市 出雲市、松江市、
雲南市、安来市

16 ★★100 ★★★100％、C値0.2前後
品確法耐震等級計算の耐震等級３（許容応力度計算対応可）が標準。付加断熱工法の
採用でUA値0.3前後の高性能住宅を中心に建てています。

新住協、PHJ 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 https://izumo-designhouse.com/ 坂野

30 （有）伊東工務店 出雲市 おおよそ島根県東部 ※3 ★★★100％ ★★★80％、★★20％、標準C値:0.1
高性能住宅を職人が自然素材で。プランニング・構造計算・パッシブデザイン等の性
能設計まで自社、施工も熟練の社員大工が手刻みで行う、一貫生産体制

http://ito-izumo.com/index.html 伊東

31 （有）井原建設 松江市 松江・出雲・安来・隠岐 ※2 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.3
品確法に基づく認定機関の審査を受けた耐震等級3。制振テープも標準採用。パッシ
ブデザイン検討、認定⾧期優良住宅も標準仕様。ZEHもお勧めしている

https://www.ibarchi.com/ 谷山

32 （株）森本建設 益田市 益田市、浜田市、鹿足郡 12 ★★70、★30 ★★30、★70
品確法耐震等級３、ZEH基準を標準とし、豊富な知識と技術力で要望に応じ、より高
いレベルにも対応可能です。

構造塾、建築士会、他
耐震診断士、住宅省エネル
ギー技術者講習修了

⾧期優良住宅、BELS https://morimoto-c.co.jp/ 天津

33 （有）石川工務店 出雲市 山陰 ※4 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2 http://daiku-is.jp/ 石川

34 （有）協友建設 出雲市
出雲市・松江市・雲南

市・安来市
3 ★★★100 ★★★100 Ｃ値:0.2

⾧期優良住宅認定、耐震等級3+制振テープを採用。HEAT20のG1ｸﾘｱしﾊﾟｯｼﾌﾞ設計
で次の世代へつないでいける家を提案

構造塾、SW会
⾧期優良住宅、認定低炭素、
ZEH、ＢＥＬＳ

http://www.kyouyuu-web.jp/ 阿川

35 （有）大広建設 益田市 益田市・津和野町 3 ★★100% ★★★34％、★★66％、Ｃ値:0.5
品確法耐震等級3、断熱最低G1レベルでG2以上も可。また劣化、換気も合わせてご
提案。ZEHビルダー。性能向上リフォームにも力を入れてます。

構造塾 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅、BELS https://taiko16.com 石川

36 （有）大廣建設 松江市 米子～島根県東部 ※40 ★★100％ ★★95％、★5％、標準C値:1.0
適正価格を追求して40年余り(累計1600棟以上)の地域密着のフルオーダー工務店、
「住み継ぐ家」をコンセプトに、メンテナンスコストを抑える家づくり

https://dai-kou.co.jp/ 森下

37 （有）小沢工業 松江市
松江市、出雲市、安来

市
※2 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.23 絶対寒くない、絶対暑くない、でも笑っちゃう https://kozawahome.com/ 小澤



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（四国エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 愛媛 えひめ住販 松山市
本社から車で1時間圏

内
12 ★★★100 ★★★100、C値:0.5

全棟許容応力度計算による耐震等級3の⾧期優良住宅の認定。制震ダンパー採用。
ZEH率100％。気密測定100％。日射遮蔽・取得を考慮したパッシブ設計

⾧寿命住宅普及協会、住まい
の屋根換気壁通気研究会

⾧期優良住宅、BELS、LCCM
住宅

https://ehime-estate-navi.com/ 滝口

2 （株）加地組 咲蔵工房 四国中央市 愛媛県東予・中予地区 ※6 ★★★80％、★★20％ ★★★80％、★★20％、標準C値:0.2 耐震等級３、パッシブ設計、ZEH仕様をベースにしたリノベーション http://sakikura.com/ 加地

3 （株）建築工房小越 今治市 愛媛県全域 35 ★★100 ★★★100、C値0.3
C値0.3以下。標準仕様で耐震等級３（品確法耐震等級計算）・制震震ダンパー採
用。Ua値0.35のモデルハウスあり。全棟日射シミュレーション実施。

ZEH協
日本エネルギーパス協会エネ
ルギーエージェント

⾧期優良住宅、BELS https://www.ogoshi-k.co.jp/ 小越

4 （株）アイホーム 松山市 松山市から1時間圏内 13 ★★★20、★★80 ★★★100％ C値:1.0以下
⾧期優良住宅かつ令和2年夏季より許容応力度3が標準仕様。日照シミュレーション
も全棟実施済み。

Forward to 1985 省エネマイスター ⾧期優良住宅 https://www.aihome-matsuyama.jp/ 徳永

5 情熱工務店 西条市 会社から1時間圏内 4 ★★★50、☆50 ★★30、★70
無添加住宅を標準に安全で快適な家創り。4つの『0(ゼロ)』が基本コンセプト①
ヒートショックゼロ②ZEH(ゼロエネ)③地震倒壊ゼロ④シックハウスゼロ

無添加住宅・アマテルソー
ラー協会・温熱環境研究所

住宅断熱施工技術者、住宅省エネルギー技術
者、愛媛県木造住宅耐震改修工事講習修了者

ZEH、BELS、⾧期優良住宅、
低炭素住宅他

https://jyonetsu-koumuten.jp/ 守口

6 善家工務店 北宇和郡 愛媛県中予  南予地区 ※2 ★100％ ★100％ 手刻みで天然乾燥の木材を使用 http://zenke-koumuten.com/

7 香川 （有）小松秀行建築工房 高松市 高松市から1時間の範囲 ※1 ★★100％ ★★★100％、標準C値:1.0以下
四国の山の木を自然乾燥して構造材に使用。伝統的構法と高断熱、高耐震を融合し、
自然素材で仕上げる木の家をつくっている。全棟気密測定実施

http://khkk.net/index.html 小松

8 （有）アンシングホーム 丸亀市 香川県・徳島県 ※3 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2前後
構造塾塾生。20年前から外張断熱を採用、高断熱・高気密住宅にとりくんでいる。
顧客によりそった家造りをしており、例えば「囲炉裏」施工経験あり

https://an-sing.net/ 細川

9 （株）コアプランニング 綾歌郡 香川県全域 3 ★★★100 ★★★100％、C値0.5
一棟一棟に真心込めて設計からお引渡しまで責任もって施工します。３Dソフト見な
がら楽しく間取り、燃費、性能をアドバイスします。

PHJ 省エネ建築診断士
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://coaplanning.com/ 善勝

10 （株）ハウスプロジェクト 高松市 香川県内 6 ★★★80、★★20 ★★★100 性能とデザインの両立した家づくり、構造・省エネ+耐久性の高い家づくり 新住協、PHJ 省エネ建築診断士 性能表示認定、⾧期優良住宅 http://houseproject.co.jp 鹿庭

11 （株）passive design house MiRaie 高松市 片道1時間以内 ※4 ★★100％ ★★★60％、★★40％、C値:0.5前後 年間棟数制限の有るパッシブデザイン専門店 https://passive-miraie.jp/ 塩田

12 意匠計画Hｏｒｉｇａｍ 高松市 高松 ※7 ★★★14％、★★86％ ★★★100％ 性能がよく美しい住宅つくり https://ishou-h.com/ 堀上

13 （株）田中工務店 高松市 香川県内 8 ★★★100％ ★★★100%、Ｃ値0.2
全棟、許容応力度計算による耐震等級3を確保。全棟、建物燃費ナビによる計算。付
加断熱+ﾄﾘﾌﾟﾙｶﾞﾗｽ樹脂ｻｯｼ標準仕様（平均UA値0.35）

構造塾、PHJ、JBN 省エネ建築診断士（全社員）
⾧期優良住宅、BELS、ZEH、
低炭素住宅、

http://tanakakoumuten.jp 田中

14 （株）讃住まいる 高松市 県内全域 2 ★★100 ★★★100、C値:0.3
品確法の耐震等級3、断熱性能はHEAT20のG1～G2を確保。安全・快適はもちろ
ん、お客様の暮らしに合ったちょうどいい家づくりを目指しています。

構造塾 低炭素認定 https://www.k-sunsmile.net/ 川西

15 （有）川西工務店 さぬき市 東讃 ※2 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2前後
平屋で自然素材を使った家づくり。⾧期優良住宅、ホウ酸防蟻、気密測定が標準仕
様。外と中を一体で楽しめるよう、お庭の提案も建物と同時に計画

https://www.kawanishi1.com/ 川西

16 中庭住宅（株） 高松市 香川県 101 ★★30、☆30 ★★80％、★20％ C値:1.0
2020年より品確法耐震等級3標準、HEAT20・G1グレードがボリュームゾーン、
HEAT20・G2グレード対応可。ZEHビルダー評価:★★★★★

構造塾、木住協
CASBEE戸建評価員
気密測定技能者

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

http://www.nakaniwainc.jp/ 野村

17 （株）﨑川工務店 高松市 香川県全域 ※3 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.1
外装・内装とも自然素材のパッシブハウス住宅。耐震等級３に加えG3グレードの性
能

https://www.sakikawa-koumuten.com/ 﨑川

18 徳島 （株）大産工務店 板野郡 徳島県全域 9 ★★55、☆45 ★★★100 平均C値0.3
燃費計算と高性能住宅をベースに、品格法or許容応力度計算の耐震3+制震を標準
化。⾧期的なコストバランスを重視し、高性能住宅を無理のない価格で提供。

構造塾、PHJ、JBN 省エネ建築診断士 ⾧期優良住宅 https://daisan-kk.co.jp/ 安友

19 （有）辻組 徳島市 徳島県全域 10 ★★★20、★★80 ★★★100 Ｃ値:0.2
県内初のパッシブハウス認定取得。全棟気密測定・QPEX計算・結露+燃費計算実
施。全棟省令準耐火・耐震等級３推奨。エアコン１台で快適な家づくり

PHJ、新住協、ＨＥＡＴ２
０、構造塾

省エネ建築診断士、Ｑ１住宅
マスター

パッシブハウス、ＺＥＨ、⾧
期優良住宅、低炭素住宅、Ｂ

http://orisuma.com/ 辻

20 （株）セイコーハウジング 徳島市 会社から1時間圏内 10 ★★★20％★★80％ ★★★20％★★80％ ｃ値:0.5
新築は⾧期優良住宅が標準仕様。耐震3等級。ＺＥＨが標準仕様。パッシブ設計にも
考慮。性能向上リフォームにも力を入れている。

JBN・Forward to 
1985.Passive-design 

casbee
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://seikohousing.co.jp/house/ 元木

21 日野建築設計 徳島市 徳島市から1時間圏内 ※1
★★★、許容応力度3+制震が標準
提案です

★★★、C値:0.3前後以下（最高0.08）全
棟気密測定行います

独立前には、許容応力度3・U値0.3の物件3棟の他、高性能住宅・床下ｴｱｺﾝの設計・
施工の実績多数あり。現在自社物件の商談中で、施工も行います。

PHJ
省エネ建築診断士、木造住宅
耐震診断員

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://hino-architect.com 日野

22 高知 （株）トラスト建設 高知市 高知県全域 5 ★★★80、★★20 ★★★20、★★70、★10 Ｃ値:0.4前後
全棟 制震ＳＷ工法、⾧期優良住宅、耐震等級３、気密測定が標準仕様 
性能+デザインの両立を実現する家づくり

ＳＷ会
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS、ＺＥＨビルダー

https://kochi-trust.com/ 小松

23 （株）益岡工務店 高知市 高知県 48 ★★★100％ ★★★100％ 標準C値:0.25
断熱・気密は２７年前よりこれが標準、断熱性能はこれ以下は不可。高知は自然環境
（日射、大雨、台風等）を考慮した提案が大切、その知識・実績もあり

構造塾、JBN、木住協、
気密測定技能士,CASBEE戸
建、古民家鑑定士１級

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS、CASBEE

https://www.masuoka-fp.com/ 益岡



「構造塾」家づくり応援 業者MAP（九州エリア） ※付きの会社は第一期回答の内容を示します

都道府県 会社 住所 対応エリア 年間棟数 構造レベル 断熱レベル 自社PR 所属団体等 構造・省エネ等資格 各種認定取得状況 HP（mail） 担当

1 福岡 ウィズホーム（株） 福岡県古賀市 福岡県内 24 ★★★90、★★10 ★★★90、★★10、C値:0.8以下
全棟、許応力度計算による耐震等級３を確保。制振装置を標準装備。断熱性はUA値
0.46。詳しくはユーチューブでウィズホームを検索ください

アキュラホーム主催のSABM
会員

⾧期優良住宅、BELS https://withhome.co.jp/ 南郷

2 （株）プラスエム設計 飯塚市 会社から1時間圏内 2 ★★★100％ ★★100%、Ｃ値:0.5以下
現在HEAT20G2以上(★★★)を標準仕様。専業の設計事務所として一級建築士が第
三者監理を徹底。オープンシステムを採用しリーズナブルな価格を実現。

イエヒト https://plus-mp.com/ 黒土

3 一級建築士事務所 空設計工房 福岡市 福岡県、熊本県、佐賀
県、山口県

※3 ★★33％、☆66％ ★★★100％、標準C値:0.2
パッシブデザイン、自然素材、住まい手と環境に負荷の少ない住まいづくり。パッシ
ブハウス設計監理経験あり。今年度～許容応力度計算耐震等級３

http://www.sola-web.com/ 江藤

4 エコワークス（株） 福岡市 福岡、熊本、佐賀、⾧崎
県一部、大分県の一部

64 ★★100％ ★★★69％、★★31％、標準C値:0.7
基礎のみ許容応力度計算100％、⾧期優良住宅認定100％(認可関係1件除く)、BELS
認定100％、平均Ua値0.45、ZEH率87%、LCCM住宅率25%

新住協、木住協、木耐恊、
PHJ、HEAT20

家庭の省ｴﾈｴｷｽﾊﾟｰﾄ、省ｴﾈ建築
診断士、断熱ﾏｲｽﾀｰ、他

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.eco-works.jp/ 小山

5 ビオハウジング  （有）タケモリ
福岡県北九州

市
福岡県 5 ★★★100 ★★★、100

高耐震、高断熱は基本性能で、人が本来生きやすい環境を、数値では表されない性能
を考えて設計しています。

構造塾 一級シックハウス診断士
性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

https://www.biohousing.jp 竹森

6 （株）ホームラボ 久留米市 福岡県南部、佐賀県一部 ※30 ★★★16.6％、★★46.6％ ★★★66.6％、★★33.3％、C値:0.36 平均UA値0.40の外皮性能と平均C値0.36の高性能住宅 https://www.homelabo.com/ 古栁

7 （株）幸栄住宅 福岡市 福岡市内その近郊 ※10 ★★★10％、★90％ http://www.kouei-jutaku.com 白水

8 （株）アーキシティ研究所 中央区 福岡・佐賀・熊本 6 ★★★100 ★★★100 C値:1.0以下 
⾧期優良住宅認定100%、耐震等級3、平均UA値0.4以下、ZEH率100%、全棟自社
計算にこだわる。

構造塾
省エネ建築診断士 CASBEE建
築評価員

⾧期優良住宅,BELS http://archi-city.com/ 廣田 

9
（株）グリーンウッド 一級建築
士事務所

北九州市 北九州、行橋、福津 8 ★★100 ★★★50、★★50 C値1.0前後
無垢板を沢山使った自然素材住宅。耐震等級3・ZEH・⾧期優良住宅をご提案。  
お客様から相談されやすい会社を目指し、お客様の夢を叶えます＼(^o^)／

構造塾 ⾧期優良住宅、BELS https://wood-happy.com/ 鶴田

10 でんホーム（株） 福岡市
福岡県内（車で1時間

以内）
7 ★★★57%、★★43% ★★100%、標準C値1.0未満

性能とデザインを両立させて安心できる、安全で価値ある住宅をご提案。木にこだ
わった一級建築士の女社⾧（2児のママ）が自然素材の家づくりをしている

⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅

https://www.denhome.jp/ 竹内

11 建築プランナー（株） 福岡市南区 会社から車で40分圏内 12 ★★★100 ★★★100、C値:0.7
天井高のある大空間リビング・女性目線の家事動線で暮らしやすい、かつ許容応力度
3、高断熱、特許取得の空調、無垢材など性能も兼ね備えた家づくり

JBL
住宅省エネルギー技術者、住
宅省エネルギー施工技術者

性能表示認定、低酸素建築
物、BELS、ZEH

https://www.kpkp.co.jp/ 中山

12 （株）スペクト 京都郡 苅田町・行橋市・豊前市・大分県
中津市・宇佐市・豊後高田市

※3 ★★★100％ ★★100％ ZEH仕様を標準に安心安全で快適な空間を提供する会社 https://spect-kanda.com

13 （株）低燃費住宅九州 福岡市 福岡、熊本、佐賀、⾧崎、大
分、宮崎、鹿児島

※7 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.2
基礎のみ許容応力度計算100％、⾧期優良住宅認定100％、建築物省エネルギー性能
表示制度100％、平均UA値0.26、ZEH率85％、LCCM住宅率28%

https://tnp-kyusyu.com/ 西山

14 （株）福原材木店／エスプレッソホーム 北九州市 北九州市・直方市・宗像市・遠
賀郡、他近隣地域

※2 ★★★100％ ☆100％
創業130周年の老舗材木店の建築事業部。テクノストラクチャー工法、耐震等級３、
⾧期優良住宅、省令準耐火を基本採用。自社建築士設計、施工

https://espressohome.jp 西條

15 木の和設計 一級建築士事務所 遠賀郡 福岡県、近隣県 ※1.5 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:1.0未満
流域の山の木を活用。性能はしっかり、家づくりは、じっくり丁寧に、女性ならでは
の感性で、自然素材、パッシブ設計で心地よい和みの空間を創る

https://kinonagomi.jp/ 渡邊

16 （株）六花 八女市 福岡県筑後地方 ※9 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:1.0以下
許容応力度計算による耐震等級3、UA値0.46以下、全棟C値測定1.0以下、基礎の底
盤立ち上がり一体打ちが標準仕様。太陽に素直なパッシブ設計が得意

https://rokka-sumika.com/ 森

佐賀 ★★★％、★★％、★％、☆％ ★★★％、★★％、★％、☆％、標準C値:

17 ⾧崎 （有）福井商事 空感考房CO.CO ⾧崎市 （⾧崎市） ※13 ★★★100％ ★★★100％、標準C値:0.5
Ｇ２レベルをしている高気密高断熱住宅。⾧期優良住宅耐震３耐風２、ＺEＨを標準
としている。全棟気密検査を実施

https://cocostyle-house.jp/ 河浪

18 （有）四季工房
西彼杵郡⾧与

町
⾧崎県内 15 ★★100 ★★★100

全棟⾧期優良住宅の認定取得。HEAT20のG2・C値0.8以下が標準仕様。IoT機器も
標準仕様とする住宅も新たに販売開始。

耐震診断士、住宅省エネ技術
者

⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅、BELS

https://www.shikikoubou.com 入口

19 （株）あおぞら不動産 ⾧崎市 ⾧崎県内 ※12 ★50％、☆50％ ★★★10％、★★90％、標準C値:0.52
2020年より品確法の耐震等級3、G1、C値0.5以下を標準に、若者が購入しやすい良
心価格で頑張っている

https://aozora-f.jp/ 河浪

20 （株）中野ハウジング 平戸市 ⾧崎県北部 ※2 ★★100％ ★★★100％、標準C値:0.244以下 省エネについてはHEAT20G3グレード相当 資産価値が⾧く維持される家創り https://www.nakanohousing.co.jp/ 中野

21 大分 SAKAI（株） 大分市 大分市､別府市等 ※45 ★★100％ ★★70％、★30％、標準C値:1.0未満
全棟耐震等級3に加え制振ダンパーも標準装備。注文住宅は「漆喰・無垢床標準。室
内の空気環境」にこだわり有り

https://www.saladhome.com/ 高岩

22 宮崎 Ｍ図建築工房（株） 宮崎市 宮崎市、国富町 ※4 ★★★75％、★★25％ ★★★100％
フルリノベーションでも、構造は耐震等級3以上、省エネはHEAT20のG2グレード以
上を意識してご提案

https://m-zu.co.jp/ 大西

23 エヴァホーム （株）浅井建設  都城市 都城市及び周辺地域 4 ★★100 ★★★２５★★７５ 、C価0.5以下
⾧期優良住宅・耐震等級3・G1・省令準耐火が標準仕様。併せて、手に届くところは
全て自然素材の家づくりに力を入れている。

構造塾、新住協 wallstatマスター
⾧期優良住宅、認定低炭素住
宅、ZEH、性能表示認定

https://www.evah-home.net/ 浅井

24 （株）キャスト 延岡市 宮崎県北 ※1 ★★★60％、★★40％ ★100％
耐震等級3を基本とし、セルロースファイバー断熱を採用し、防音・吸湿・高断熱を
強化し、安心して住みやすい住宅をご提案

http://cast.trust-miyazaki.com/ 新名

25 （株）リブハウジング 都城市
都城本社・宮崎支店

（１時間圏内）
26 ★★★70% ★★★70%、標準C値0.5

在来軸組工法の注文住宅は、全棟、耐震等級３、G2グレード、C値0.5を標準化 
パッシブ設計、漆喰と無垢フローリング。ショールーム・モデルハウスあり

性能表示認定、⾧期優良住
宅、低炭素住宅認定、BELS

http://www.live-housing.com/ 福重

26 （株）建図宮崎 宮崎市
宮崎市より車で一時間

半圏内
10 ★★ 1、☆ 9 ★100％

全棟構造計算すると仕様変更なく耐震等級３をクリアする設計、Ｑ値で２．０以下。
Ｃ値は全開口部の気密パッキン施工と台風の暴風雨対策としてタイベックで構造をす

日本2x4協会・Forward to 
1985

住宅省エネルギー設計技術者・CASBEE・高度職業能力セン
ターパッシブソーラーデザイン職業訓練終了者・2X4工法各
種構造講習修了者

構造計算・⾧期優良住宅・
ZEH・性能表示認定

https://www.kentmiyazaki.com 矢野

27 椎葉設計 宮崎市 宮崎県 2 ★★★100 ★★★100 C値:0.5以下
構造・省エネ設計に力を入れた設計事務所。施工現場の監理も自社で行い、見えない
ところにも気を配り、安心･安全･快適な家造りのお手伝いをいたします

構造塾
宮崎県木造住宅耐震診断士
暮らし省エネマイスター

⾧期優良住宅、BELS  https://pdashiiba.wixsite.com/shiibasekkeimail:p.d.a.shiiba@gmail.com椎葉

28 HAMASUNA（（有）浜砂住建） 宮崎市 会社から１時間圏内 8 ★★★100  ★★★50, ★★50C値:0.５以下(平均0.3）
設計士から大工そしてお客様へ。断熱、構造の設計を自社大工で魂込めて形にしま
す。

（一社）Forward to 1985 energy life、一般
社団法人住宅管理・ストック推進協会、木耐
協、

⾧期優良住宅、ZEH、性能表
示認定、BELS、

http://takumibito.com/ 浜砂

29 （有）ヒラシマ 宮崎市 宮崎市近郊 ※2 ★★★100％ ★★10％、★90％、C値:1.0未満 耐震等級３、ZEH標準仕様 http://www.hirashima-kenzai.com/ 平島

30 熊本 ｉｃｏａ設計事務所 (有)井上工業 
住宅事業部

上益城郡 熊本県内 5 ★★★60、★★40
★★★20、★★20、★20、☆40
C値:0.4～0.7

新築もﾘﾉﾍﾞも住宅医お打合せの上、ご予算とご意向に寄り添い家の性能や住宅設備の
全てを完全ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞでﾊﾞﾗﾝｽ良く設計・施工。内外塗り壁が自社施工。

構造塾、住宅医協会 住宅医・耐震診断士 ⾧期優良住宅、性能表示認定 https://icoa-ie.com/ 井上

31 M-arc設計 熊本市 熊本県内 3 ★★33、★67 ☆100 全棟、品確法耐震等級３、省エネ等級４で設計。無理をしない家づくり。 構造塾
住宅省エネルギー技術者講習
終了（設計・施工）

⾧期優良住宅、認定低炭素、
フラット35SA

m.architect3@gmail.com 西村

32 松栄住宅（株） 熊本市
県全域・福岡県一部

（大牟田市）
※75 ★★★100％ ☆100％ 全棟構造計算・⾧期優良住宅認定・BELS 取得 http://www.syoei.biz/ 山中

33 ワンズホーム by （株）藤永組  八代市 八代市及び熊本県南地域 ※2 ★★★50％、☆50％ ☆100％ ⾧期優良住宅認定取得、設計住宅性能評価書（耐震等級３）標準仕様 https://www.oneshome-f.com/ 吉川、徳島

34 （株）ブレス 熊本市 熊本 9 ★★100％ ★★★50％、★★50％ 全棟建設性能評価・⾧期住宅認定を取得2019ZEH実績89％ 構造塾 ⾧期優良、BELS、設計・建設性能評価 https://www.blesshome.co.jp/ 久保

35 古荘都市開発（株） 熊本市 会社から車で45分程度 2 ★★★100
全棟許容応力度計算耐震等級3。省エネ性能①樹脂サッシ(YKK社APW330）②セル
ロースファイバー(米国、アップルゲート社)採用。徹底した施工管理を重視。

構造塾 www.furu-sho.com 古荘

36 サンクス建設（株） 熊本市東区 熊本市近郊 4 ☆100 ★★★100 C値:1.0程度
太陽熱を利用した、快適・省エネ・健康な、24時間全館床暖房とお湯取の家「ハイ
ブリッドソーラーハウス」を標準仕様。

アマテルソーラー協会 低炭素認定住宅 https://www.thanks-kensetu.jp/ 池田

37 堺武治建築事務所 熊本市 熊本県内 ※2 ★★★50％、★★50％ ★100％ 設計する上で、耐震等級３は必須の条件にしている http://www.sakai-takeharu.com/ 堺

38 （株）すまい工房 熊本市 熊本県内全域 ※30 ★★50％、★20％ ★★★40％、★★50％、★10％、C値1.0 構造材・内装材共に自然素材の健康住宅。全棟⾧期優良住宅性能レベル以上 https://www.sumaikoubou.net/

39 ㈱木村建設 BAUHAUS.（屋号） 熊本市北区
熊本市を中心に県北エ

リア
40 ★★★100 ★★★100％ C値0.09～0.3

80名を超える建築家との家創り、全棟（許容応力度計算による耐震等級３、C値測定
平均0.2、JIO二次防水検査、HEAT20のG2以上の高断熱）が標準。

ハイアス・アンド・カンパ
ニー株式会社

木造耐震診断資格者・住宅省
エネルギー施工技術者

⾧期優良住宅・BELS https://www.kimura-bauhaus.jp/ 西宮

40 鹿児島 （株）タイセイ工務店 阿久根市
鹿児島県全域（島除

く）、熊本県
※37 ★20％ ★10％ http://taiseikoumuten.jp/ 井上

41 PASSIVE STYLE （株） 鹿児島市 鹿児島県本土 10 ★★★100 ★★★100、C値0.25前後
鹿児島で全棟Ua値0.26以下G3レベル、耐震等級３で設計・施工しているPHJ工会
員。内装は塗壁に無垢床等の自然素材のみ、外装もドイツの塗壁仕上げ。

PHJ、SW
省エネ建築診断士エキスパー
ト

性能表示認定、⾧期優良住
宅、BELS

http://passive-style.com/ 馬場

42 （株）Ｍｉｓｕｍｉ 鹿児島市 鹿児島県 ※5 ★★★100％ ★★100％、標準C値:1. 0 前後
耐震等級 3 に加えて、ご要望に応じて制振ダンパー採用 。 Z EH 仕様をベースに、
注文に応じて断熱仕様変更可能。2 年連続 ZEH ビルダー☆☆☆☆☆

http://www.misumi-house.com/ 東永

43 （株）創造企画 鹿児島市 鹿児島県 ※12 ★★★100％ ★★★50％、★★50％、標準C値:0.3 全棟⾧期優良住宅、耐震等級３、外部監査を実施 http://sozokikaku.co.jp/ 中村

44 （株）南洲建設 鹿児島市 鹿児島市周辺地域 ※13 ★★★100％ ★★50％、★50％
全棟耐震等級3。制震ダンパー対応可能。ZEH仕様をベースに、注文に応じて断熱強
化が可能。

https://nansyu.co.jp/ 吉時

沖縄 ★★★％、★★％、★％、☆％ ★★★％、★★％、★％、☆％、標準C値:


