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住所（市区町村以

下）
電話番号 FAX番号 E-mail ホームページ

設計・

施工

連携事業者

（施工者名）

補助耐震

改修累計

実績

安価工

法対応

安価

工法

バリ

アフ

リー

省エ

ネ

コメント

有限会社白井建築設計

測量事務所
白井 利幸 白井 利幸 豊橋市 新吉町28 0532-54-8491 0532－54－8487 shirai0427@tees.jp 設計 萩本住宅 25件 ○ ○

株式会社共豊エポック

共豊建築設計事務所
小野田 良男

建設事業

部
山本 賢市 豊橋市 東森岡二丁目１番地１０ 0532-88-2614 0532-88-5132

info@kyoho-

epoch.co.jp

http://www.kyoho-

epoch.co.jp

設計・

施工
(株)共豊エポック ７件 ○

株式会社英建築設計事

務所
佐藤 純治 佐藤 純治 豊橋市 植田町字森下13-2 0532-25-7471 0532-25-7472 jun@hado-net.com

設計・

施工
（株）マイハウス 0件 ○

酒井建築設計事務所 酒井 万波 設計 酒井 万波 豊橋市 石巻本町字市場79-4 0532-88-2141 0532-88-3501
sakai-

ds@mx3.tees.ne.jp
設計 22件 ○ ○

安価な耐震改修で、”強くて快

適”な住宅を創りましょう

清水利男建築設計事務

所
清水 利男 清水 利男 豊橋市 新吉町37 0532-53-4604 0532-53-4604

simizuto@hi3.enjoy.n

e.jp
設計 山本工務店株式会社 43件 ○ ○

野村建築構造設計室 野村 国雄 代表 野村 国雄 豊橋市 宮下町２３ 0532-63-1209 0532-63-0180
nomurakozo@nifty.co

m
設計 22件件 ○ ○ 建築構造専門業者

萩本一級建築士事務所 萩本 茂夫 萩本 茂夫 豊橋市 中世古町 100 0532-53-2523 0532-53-7993
c7bonum4@na.comm

ufa.jp

設計・

施工
萩本住宅 26件 ○ ○

まちの大工さん設計室 鈴木 敏広 鈴木 敏広 豊橋市 菰口町5丁目85 0532-32-4265 0532-32-4251

machino-

daikusan@h3.dion.ne.

jp

http://www.machino-

daikusan.com/

設計・

施工
4件 ○ ○

自社施工のため、設計と施工が

スムーズにいきます。

有限会社隆建築設計室 杉山 貴祥 豊橋市 山田町字西山15-11 0532-45-1351 0532-45-2832
設計・

施工
11件 ○ ○

お客様の予算に合わせて適切な

耐震計画をご提案します。

杉幹設計 杉原 幹雄 所⾧ 杉原 幹雄 豊橋市 西口町土橋55-6 0532-61-4556 0532-61-3789 sugikans@ybb.ne.jp 設計 32件 ○ ○

耐震改修やリフォームなど、低

予算で快適な住宅を設計しま

す。

建築工房アマノ 天野 政明 天野 政明 豊川市 蔵子７-５-１４ 0533-86-5455 0533-55-1081
m-amano@kentiku-

amano.co.jp

設計・

施工
建築工房アマノ 45件 ○ ○

補助金利用の安価な耐震改修工

法で４5件の実績があります。

竹内建築一級建築士事

務所
竹内 元美 竹内 元美 蒲郡市 水竹町花掛19-2 0533-68-7443 0533-68-7449

Take-

ken@sk.aitai.ne.jp

http://www.takeuchi-

kenchiku.jp/

設計・

施工
竹内建築興業株式会社 3件 ○ ○

耐震診断・耐震設計・施工を一

貫して執り行っています。

伊奈建築一級建築士事

務所
伊奈 義展 伊奈 淑子 田原市 大久保町門前78-2 0531-22-3315 0531-22-3919

inakentiku@yahoo.co.

jp

http://www.ina-

ken.com

設計・

施工
(有)伊奈建築 1件 ○ ○

自社一貫設計施工で費用と時間

の節約が叶い、ご要望にも柔軟

に対応させていただきます。

木村一級建築士事務所 木村 普昌 木村 普昌 田原市 中山町儀呂261-1 0531-32-1873 0531-32-2369 info@kimura-house.jp
https://kimura-

house.jp/

設計・

施工
木村建築 12件 ○ ○

安価な耐震改修と自社のみで出

来る経費削減により、安価な改

修を。

株式会社大原建築設計 大原 孝文 大原 孝文 田原市 大草町清水18-3 0531-22-3173 0531-23-2898
oohara8@mx3.tees.ne

.jp
設計 14件 ○ ○

住み方の変化に伴う要望を含め

た耐震改修もご提案できます。

担当者

あいち耐震改修推進事業者リスト（東三河）設計者
得意分野
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早川建築 早川 和博 早川 和博 豊橋市 石巻本町字西下地60 0532-88-4572 0532-88-5444
設計・

施工
早川二級建築士事務所 1件 ○ ○ R2 ○ ○

まちの大工さん鈴木工務店 鈴木 敏広 鈴木 敏広 豊橋市 菰口町5丁目85 0532-32-4265 0532-32-4251

machino-

daikusan@h3.dion.ne

.jp

http://www.machino

-daikusan.com/

設計・

施工
まちの大工さん設計室 4件 ○

自社設計のため、設計と施工がス

ムーズにいきます。
R3 ○

有限会社ゼンオウ建工 森  全央 森  全央 豊橋市 石巻平野町字上郷45-4 0532-88-6046 0532-88-4124
zeno6046@gmail.co

m

https://ameblo.jp/ze

no6046/
施工 尾崎武寛建築事務所 8件 ○ ○

安価な耐震工法を用い、安心とコ

ストダウンが実感できる施工、お

客様のご要望にお応え致します。

R3 ○ ○ ○
二級建築士

防犯設備士

株式会社豊栄建設 大村 幸司
代表取締

役
大村 幸司 豊川市 中野川町2-55-2 0533-85-4525 0533-89-1881 omura@hoeism.co.jp

https://www.hoeism

.co.jp/

設計・

施工
豊栄一級建築士事務所 14件 ○ ○

耐震改修工事のことなら実績のあ

る弊社にお任せください。
R3 ○

一級建築士

一級建築施工管理技士

建築工房アマノ 天野 政明 天野 政明 豊川市 蔵子7-5-14 0533-86-5455 0533-55-1081
m-amano@kentiku-

amano.co.jp

設計・

施工
建築工房アマノ 45件 ○ ○

補助金利用の安価な耐震改修工法

で４5件の実績があります。
R3 ○

竹野建築 竹野  実 竹野  実 豊川市 上⾧山町大東原62-3 0533-93-5404 0533-93-5404 施工 中野建築設計事務所 3件 ○
安心安全な住まいづくり 夢をた

くさんお話ししましょう。
R3

一級技能士

職業訓練指導員免許

住まい手サポーター

西口建業 西口 浩二 西口 浩二 豊川市
三蔵子町西浦46番地の

2
0533-83-8581 0533-83-8582

nishi-

ken@sf.commufa.jp

設計・

施工
西口建業一級建築士事務所 0件 ○

木造住宅耐震診断員の業務も行な

い連携して耐震改修の相談にのり

ます。

H30 ○

松下建築株式会社 松下 武憲 松下 武憲 豊川市 大崎町宮ノ坪75-7 0533-85-6621 0533-84-8700 e-ie@matsu-ken.jp
https://matsu-

ken.jp/

設計・

施工
松下建築株式会社 15件 ○ ○

耐震診断員が設計・施工にて無駄

の少ない改修を施工します。
R3 ○ ○

一級技能士

一級建築士

福祉住環境コーディネーター

明善建築 岩瀬 明善 棟梁 岩瀬 明善 豊川市 千両町上ノ山5-19 0533-86-9319 0533-86-9319 iwase@ccnet-ai.ne.jp
https://akiyoshi-

kenchiku.com/
施工 阿部哲夫建築設計事務所 1件 ○

豊川市の耐震工事担当します。ま

ずは連絡を!
R3 ○ ○

木造建築士

建築指導員免許

有限会社寺部組 寺部 守正 寺部 守正 豊川市 平尾町郷中67-1 0533-86-3585 0533-86-3652 g-terabe@iris.ne.jp
設計・

施工
寺部一級建築士事務所 4件 ○ H30

オダ工務店株式会社 小田 貴之 小田 貴之 蒲郡市 拾石町土取15番地8 0533-67-1618 0533-67-1629 info@oda-ie.jp
https://www.oda-

ie.jp/
施工 一級建築士事務所木輪組 ５件 ○ ○

設計施工まとめてご相談承りま

す。
R2 ○ ○ ○

一級建築士

漆喰コンテスト入賞

寺尾建築 寺尾  毅 代表 寺尾  毅 蒲郡市 宮成町６－２６ 0533-67-9788 0533-67-9788 施工 一級建築士事務所 木輪組 0件 ○ お客様の要望にお応えします。 R2 ○ ○

株式会社石川建設 石川 和義 石川 和義 蒲郡市 竹谷町日坂野27-12 0533-69-1948 0533-69-1956
hb_ishi@sk.aitai.ne.j

p

設計・

施工
株式会社石川建設 9件 ○ ○

地元密着工務店です。耐震工事は

リフォームとセットがお得です。
R3

竹内建築興業株式会社 竹内 元美 竹内 元美 蒲郡市 水竹町花掛19番地2 0533-68-7443 0533-68-7449
Take-

ken@sk.aitai.ne.jp

http://www.takeuchi

-kenchiku.jp/

設計・

施工
竹内建築一級建築士事務所 3件 ○ ○

耐震診断、耐震設計、施工を一貫

して執り行っています。
R3 ○ ○

株式会社筒井工務店 筒井 省吾 筒井 省吾 新城市 石田字万福25 0536-22-2022 0536-22-2199

k-

tsutsu@hyper.ocn.ne

.jp

http://www.tsutsui-

k.co.jp/

設計・

施工

株式会社筒井工務店一級建築工事

務所
36件 ○ ○

自社の社員(大工等)が、責任を

持って施工を丁寧に行っている。
H30 ○

一級技能士

一級建築士

福祉住環境コーディネーター

コーバ 小林 且直 小林 且直 新城市 杉山字荒井70-22 0536-22-4922 0536-23-5104 kattin@tees.jp
設計・

施工
コーバ建築設計室 1件 ○

設計、基礎、木工事、外構工事、

土木工事等、直施工です。
H30

一級建築士

一級建築施工管理技士

二級土木施工管理技士

平松建築 平松 利和 平松 利和 新城市 野田字上市場25-359 0536-23-6110 0536-23-6110 施工 中野建築設計事務所 2件 ○ H30 ○

有限会社山田建材 山田 正敏 山田 正敏 田原市 神戸町神明前33番地 0531-22-1937 0531-22-2252
yamadakenzai@axel.

ocn.ne.jp

設計・

施工
山田建設設計事務所 0件 ○ どんな仕事でもOK。 R2 ○ ○

①耐震改修推進講習会

②安価な耐震改修工法講習会

③安価な耐震改修工事実務講習会

④耐震化アドバイザー養成講座

⑤大工・工務店向け耐震改修促進研修会

担当者 得意分野 講習会受講歴

あいち耐震改修推進事業者リスト（東三河）施工者


