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都道府県 加盟店名 郵便番号 住所 電話番号

北海道 ホーム企画センター 001-0038 札幌市北区北三十八条西２－１－２６ 011-756-4836

北海道 アフターマーケット 003-0876 札幌市白石区東米里２１２４－１１８ 011-792-0456

北海道 大進ホーム 007-0803 札幌市東区東苗穂３条１丁目２－１ 011-783-1122

北海道 ハウジング・コバヤシ 041-0811 函館市富岡町３－１６－１８ 0138-84-8251

北海道 竹下建材店 047-0037 小樽市幸２丁目１１番２５号 0134-25-0957

北海道 神尾建設 050-0074 室蘭市中島町２丁目１３番４号 0143-44-3611

北海道 渡辺工務店 053-0811 苫小牧市光洋町２丁目６番１６号 0144-73-9006

北海道 竹内建設 062-0051 札幌市豊平区月寒東１条１８丁目１番３５号 011-851-2430

北海道 やまもく 063-0868 札幌市西区八軒八条東１丁目２－１０ 011-644-3888

北海道 アフターマーケット 円山店 064-0953 札幌市中央区宮の森三条１０丁目３－３　宮の森ステータスビル ２階 １号室 011-640-2226

北海道 山本建業 068-1213 岩見沢市北村赤川５８６番地６８ 0126-56-2452

北海道 竹中組 079-0462 滝川市江部乙町西１１丁目１－４４ 0125-74-8255

青森県 サイトーホーム 030-0947 青森市浜館１丁目６番地１１ 017-741-0111

青森県 サイトーホーム 青森西店 030-0947 青森市浜館１丁目６番地１１ 017-741-0111

青森県 協栄建設 035-0061 むつ市下北町２１－３８ 0175-22-7087

青森県 サイトーホーム 弘前店 036-8066 弘前市大字向外瀬５－１０－１ 0172-55-7113

岩手県 建築のフジサワ 022-0001 大船渡市末崎町字石浜３９－１ 0192-27-4717

岩手県 岩手共販 023-0003 奥州市水沢佐倉河字天井町２－２ 0197-22-2040

岩手県 協和建工 023-0003 奥州市水沢佐倉河字梨田川８番地１ 0197-23-2727

宮城県 菊地住建 981-1512 角田市横倉字砂崩４５－２ 0224-62-5573

宮城県 トップハウザーササキ 988-0056 気仙沼市上田中２丁目２－７ 0226-25-8150

宮城県 伊藤建設 989-2433 岩沼市桜五丁目３番５９号 0223-24-2383

秋田県 トップ創美 010-0803 秋田市外旭川八柳３丁目１５－１７ 018-868-5431

秋田県 ライファ大館 017-0044 大館市御成町 ３－７－１７ 0186-49-1911

秋田県 ライファかづの 018-5201 鹿角市花輪字赤川端１４－４ 0186-25-2055

山形県 本多建設 992-0047 米沢市徳町７－５２ 0238-21-5100

福島県 昭栄創建 963-0107 郡山市安積２丁目３５１－１ 024-937-3335

福島県 たむら舎 963-4317 田村市船引町東部台１丁目８番地 0247-82-0720

福島県 ワタショウ 963-7731 田村郡三春町大字下舞木字石田２５０－１ 024-956-2775

福島県 ライファ会津 965-0022 会津若松市滝沢町 ５－１３ 0242-33-1183

福島県 クラフト 972-8326 いわき市常磐藤原町大畑９７－２ 0246-88-7367

茨城県 坂東工業 古河店 306-0223 古河市上砂井 １２８　 0280-92-7979

茨城県 坂東工業 坂東店 306-0632 坂東市辺田１１４１－２３ 0297-44-4477

茨城県 石島建設 結城店 307-0052 結城市中央町１－１７－１ 0296-21-3300

埼玉県 ＣＵＢＥリノベーション さいたま店 331-0073 さいたま市西区指扇領別所１０９－９３　ライオンズマンション大宮指扇壱番館１０２ 048-780-2794

埼玉県 武井工務店 332-0003 川口市東領家５－２－８ 048-223-4774

埼玉県 寺本建設 337-0033 さいたま市見沼区御蔵１１２３－３ 048-685-2741

埼玉県 白石工務店 340-0161 幸手市千塚１８４３ 0480-42-1825

埼玉県 トヨダ建設 341-0018 三郷市早稲田２－２５－３ 048-957-4359

埼玉県 齊藤建設 350-2202 鶴ヶ島市五味ヶ谷１５２番地１０ 049-285-1361

埼玉県 ビバハウス 東松山店 355-0017 東松山市松葉町３－１５－２０ 0493-24-4370

埼玉県 ライファふじみ野 356-0004 ふじみ野市上福岡 １－４－１２ 049-269-5539

埼玉県 ライファ所沢東 359-0026 所沢市牛沼 ２３５－１ 04-2995-6650

埼玉県 本橋工務店 359-1141 所沢市小手指町１－１６－１６　鈴木住宅店舗ビル２０２号室 04-2922-5419

埼玉県 ライファ所沢西 359-1153 所沢市上山口 １６８－５　 04-2939-2731

埼玉県 ヒロタ 上尾店 362-0067 上尾市中分１－５－１１ 048-780-7800

埼玉県 ハピネスリフォーム 369-0116 鴻巣市北新宿２０４－１ 048-547-1588
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栃木県 ハヤセ 321-4308 真岡市中郷２６６－１ 0285-81-6646

栃木県 石島建設 小山店 323-0820 小山市西城南３－１２－１０  ＴＳタウン Ｎ棟 ２号室 0285-37-6560

栃木県 七浦建設 324-0021 大田原市若草 １－１３３０ 0287-47-4701

群馬県 ランド・ハウス工業 370-0042 高崎市貝沢町７９０－１ 027-364-2001

千葉県 ウッディホーム 千葉中央店 260-0842 千葉市中央区南町２－６－１８　金澤ビル１０２号 043-308-9181

千葉県 ＣＵＢＥリノベーション 261-0026 千葉市美浜区幕張西２－７－１６　CUBEリノベーションビル３Ｆ 043-350-5255

千葉県 ウッディホーム 本店 263-0001 千葉市稲毛区長沼原町７１９－２ 043-383-5546

千葉県 トミオ 264-0024 千葉市若葉区高品町２５０－１ 043-259-1301

千葉県 小沢工務店 あすみが丘店 267-0067 千葉市緑区あすみが丘東３丁目３２番地１ 043-294-8800

千葉県 アーネストホーム 270-2204 松戸市六実２－３３－１ 047-389-6511

千葉県 ホームウェル市川大野 272-0805 市川市大野町２－１７６ 047-303-5521

千葉県 ウッディホーム 船橋店 273-0002 船橋市東船橋３－４２－５ 047-423-8800

千葉県 青木建設 277-0081 柏市富里２丁目３番２６号 04-7174-1145

千葉県 サンエース 277-0945 柏市しいの木台３－１１－１７ 047-387-1941

千葉県 ホームウェル富里 286-0212 富里市十倉３１５－３６ 0476-93-1315

千葉県 ウッディホーム 成田店 286-0221 富里市七栄１３２－１ 0476-90-2601

千葉県 ウッディホーム 市原店 290-0023 市原市惣社２－１０－９ 0436-20-7201

千葉県 小沢工務店 茂原店 297-0026 茂原市茂原１０４７－９ 0475-26-6636

東京都 ＣＵＢＥリノベーション 足立店 121-0813 足立区竹の塚３－１０－１７　CUBEリノベ－ション足立ビル３Ｆ 03-5856-7270

東京都 セイズ 124-0012 葛飾区立石７－６－３ 03-5875-7288

東京都 ウスクラ建設 135-0002 江東区住吉１－１３－１２ 03-3634-4536

東京都 明成建設工業 中野店 165-0026 中野区新井２－１－１６Ｋ・Ｍ・Ｔビル 03-5343-3822

東京都 田村工務店 181-0002 三鷹市牟礼２－９－１１ 0422-26-8088

東京都 落合建築 183-0011 府中市白糸台６－５８－１２ 042-365-9248

東京都 八幡 国立店 186-0004 国立市中１－１７－２３ 042-505-8830

東京都 ライファ八王子東 192-0032 八王子市石川町５１７－２ 042-644-7277

東京都 八幡 青梅店 198-0024 青梅市新町５－２７－２ 0428-30-0280

東京都 ライファ多摩 206-0012 多摩市貝取１－４７－６ 042-373-8866

東京都 遠藤住建 206-0033 多摩市落合１－１－９ 042-371-1100

神奈川県 ＣＵＢＥリノベーション 川崎店 210-0825 川崎市川崎区出来野８－１６　ジェントル川崎大師１０１ 044-201-8445

神奈川県 大栄建設 横浜西口店 220-0073 横浜市西区岡野２－１２－２７－１０２ 045-624-9922

神奈川県 アイムホーム建設 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾１－４－５ 045-439-5521

神奈川県 明成建設工業 センター北店 224-0003 横浜市都筑区中川中央１－７－１３  １Ｆ 045-910-1628

神奈川県 ＳＥＮＳＥＰＲＯＪＥＣＴ 226-0019 横浜市緑区中山１－１８－１１　旭屋ビル１Ｆ 045-530-4980

神奈川県 大栄建設 金沢文庫 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東６－５－５３ 045-786-2225

神奈川県 奥山工務店 238-0101 三浦市南下浦町上宮田１５８４　 046-889-3080

神奈川県 ダイショウ 241-0812 横浜市旭区金ヶ谷２丁目５番９号 045-364-2333

神奈川県 相陽建設 252-0131 相模原市緑区西橋本５－３－１１ 042-772-6339

神奈川県 芳賀建設工業 252-0335 相模原市南区下溝６０６－２１ 042-778-2369

神奈川県 ライファ茅ヶ崎 253-0004 茅ヶ崎市甘沼５３３－３ 0467-50-6386

神奈川県 コラムホーム 257-0055 秦野市鈴張町１－３４ 0463-84-7370

新潟県 ＬＴＳ 南新潟店 950-0941 新潟市中央区女池２－３－２１　コンフォートパルフェ１Ｆ 025-280-9220

富山県 ユニテ 高岡店 933-0806 高岡市赤祖父７６７ 0766-30-2327

富山県 ユニテ 939-8211 富山市二口町 １丁目２－７　 076-495-9010

石川県 ＳＨＩＭＡＧＥＮ 920-0357 金沢市佐奇森町イ１３２－１ 076-267-8333

石川県 北出木材工業 922-0424 加賀市小菅波町１－１５４ 0761-73-5477

山梨県 米山住研 甲斐店 400-0117 甲斐市西八幡２２９８－１ 055-279-3535
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山梨県 米山住研 400-0302 南アルプス市沢登９７１－１ 055-280-2466

山梨県 ナカゴミ建設 400-0411 南アルプス市西南湖２６４ 055-282-1000

長野県 小出工務店 381-0022 長野市大字大豆島５４３ 026-221-7457

長野県 大栄 384-0702 南佐久郡佐久穂町大字穂積１３２６ 0267-88-3417

長野県 中島木材 385-0007 佐久市新子田１８５４ 0267-67-4038

長野県 石井 387-0012 千曲市大字桜堂４８４－２ 026-274-5951

長野県 ライファ松本南 390-0814 松本市本庄１－１３－１１ 0263-34-8800

長野県 窪田建設 399-4106 駒ヶ根市東町９－２２ 0265-82-3201

長野県 大八木建設 安曇野店 399-8301 安曇野市穂高有明４７８－１ 0263-81-5210

岐阜県 ざいまん 501-0431 本巣郡北方町北方１７８７ 058-324-0141

岐阜県 ライファみのかも 505-0032 美濃加茂市田島町３－３－１８ 0574-23-1255

岐阜県 吉川組 507-0072 多治見市明和町２－５０ 0572-29-5677

岐阜県 みたけけんちく 509-0214 可児市広見５丁目２４番地 0574-63-8839

岐阜県 板垣建設 509-6116 瑞浪市南小田町３－３０６ 0572-66-5320

岐阜県 板垣建設 中津川店 509-9132 中津川市茄子川２０７６－３８ 0573-67-7820

静岡県 ワタケン 417-0862 富士市石坂２２９－１ 0545-52-0685

静岡県 稲葉商店 420-0813 静岡市葵区長沼９７１－１ 054-261-9705

静岡県 ＵＴＳＵＭＩ 439-0019 菊川市半済１８２５－５　 0537-36-2619

愛知県 ドリームハウス 445-0872 西尾市矢曽根町赤地７－１ 0563-55-7114

愛知県 山田組 454-0962 名古屋市中川区戸田３－１３１１ 052-301-6116

愛知県 南陽 455-0877 名古屋市港区六軒家１４４１ 052-302-3231

愛知県 阿部建設 462-0841 名古屋市北区黒川本通４丁目２５番地 052-911-6311

愛知県 イワクラゴールデンホーム 日進店 470-0156 愛知郡東郷町御岳２丁目３－８ 0561-56-2424

愛知県 コスモ 470-1165 豊明市栄町内山６７－４２ 0562-97-3270

愛知県 シンエイアクト 484-0876 犬山市字山神５４番地１ 0568-67-8788

愛知県 イワクラゴールデンホーム 486-0941 春日井市勝川新町３丁目４１番地 0568-32-6910

愛知県 むらかわ 491-0862 一宮市緑２－１０－１９　 0586-71-4382

愛知県 ナガイホーム 491-0931 一宮市大和町馬引字古宮３４－１ 0586-45-6523

三重県 丸政 511-0806 桑名市東汰上２１６－３ 0594-21-1701

滋賀県 モンテホーム 520-0835 大津市別保２丁目２－１ 077-531-0331

滋賀県 クサネン 520-3015 栗東市安養寺８－７－２６ 077-552-5577

滋賀県 タナベ 草津店 525-0054 草津市東矢倉１－６－９２ 077-561-1505

京都府 宮野商事 606-0025 京都市左京区岩倉中町４０１ 075-706-4146

京都府 中原建材店 623-0053 綾部市宮代町土代７－３ 0773-43-0054

大阪府 関西リビテック 532-0006 大阪市淀川区西三国３－３－１６ 06-6150-6166

大阪府 クリエイティブライフ 541-0053 大阪市中央区本町３丁目１－６　イワタニ第一ビル６Ｆ 06-6121-2638

大阪府 Ｗａｌｌ ｈｏｕｓｅ ｒｅｆｏｒｍ 560-0001 豊中市北緑丘１丁目１－６ 072-730-0237

大阪府 綜合 560-0003 豊中市東豊中町６－１－３１ 山口ビル１Ｆ 06-6850-2110

大阪府 光永ホーム 561-0833 豊中市庄内幸町３－１７－５ 06-6151-9250

大阪府 エム・ワイホーム 567-0818 茨木市本町５番１号 072-622-2148

大阪府 ライファ大東 574-0011 大東市北条５－２－１０ 072-863-6661

大阪府 昭和 583-0011 藤井寺市沢田４－７－８ 072-953-2103

兵庫県 橋本建設 652-0803 神戸市兵庫区大開通７－１－２１ 078-578-0838

兵庫県 モリシタ･アット･リフォーム 670-0084 姫路市東辻井１－８－３５ 079-295-5755

兵庫県 宮本住建 672-8023 姫路市白浜町甲２１１０－２ 079-245-8683

兵庫県 林工務店 675-1127 加古郡稲美町中一色８１９－７ 079-492-3579

兵庫県 池尻殖産 679-4122 たつの市龍野町日飼５９－１０ 0791-63-2992
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奈良県 ハウジングインテリア 生駒店 630-0242 生駒市新生駒台４－１８ 0743-74-0063

奈良県 ハウジングインテリア 学園前店 631-0013 奈良市中山町西４－５３５－４９１ 0742-41-8730

奈良県 住まい工房ヤマギワ 636-0021 北葛城郡王寺町畠田４－３－４ 0745-73-4864

奈良県 竹村工務店 636-0237 磯城郡田原本町小阪５０－２ 0744-32-7800

和歌山県 かげやま 641-0006 和歌山市中島５４７－３ 073-488-6928

和歌山県 エムズライフプロデュース 641-0011 和歌山市三葛３１４－１ 073-499-7180

和歌山県 三洋住宅 643-0033 有田郡有田川町明王寺２５８－１ 0737-52-3236

和歌山県 いい・りふぉーむ 649-6331 和歌山市北野５１９ 073-461-1224

鳥取県 千代田工務店 680-0033 鳥取市二階町３－２１０ 0857-27-5280

鳥取県 島津組 683-0009 米子市観音寺新町３丁目４番２９号 0859-33-1308

島根県 昭和開発工業 691-0001 出雲市平田町１６２０ 0853-25-7681

岡山県 きぐち 701-0144 岡山市北区久米３８８番地の１ 086-241-9606

岡山県 高屋工務店 715-0024 井原市高屋町５－５－５ 0866-67-0718

岡山県 志田工業 716-1411 真庭市上水田３８８０ 0866-52-2037

広島県 タカシン・ホーム 723-0134 三原市新倉２丁目１２－１ 0848-30-9003

広島県 木住販売 730-0803 広島市中区広瀬北町８－６ 082-293-6060

広島県 ホームサービス植木 731-0153 広島市安佐南区安東１－１－３４ 082-872-3434

徳島県 北島建設 徳島中央店 770-0856 徳島市中洲町１－１４　 088-623-6062

徳島県 アズマ四国 779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ５１番地４ 0884-44-5638

香川県 フケプロ 762-0025 坂出市川津町３８２９－２ 0877-44-2233

香川県 サンエイ・コート 769-2101 さぬき市志度 ６５６－１ 087-894-8910

愛媛県 ヒロ建設工業 790-0045 松山市余戸中１丁目１－２９ 089-954-3814

愛媛県 伊大建設 790-0942 松山市古川北３丁目４－２９　第３椿マンション１０２ 089-993-6215

愛媛県 白石工務店 792-0017 新居浜市若水町一丁目２番３号 0897-32-2488

愛媛県 ライファ今治 794-0063 今治市片山１－２－１４ 0898-23-5877

愛媛県 西川建設 799-0111 四国中央市金生町下分１１１４ 0896-58-4767

高知県 アフェクト 781-5103 高知市大津乙２４３２－７ 088-878-5611

高知県 住まいる高知 781-5310 香南市赤岡町４８６－１ 0887-50-6888

福岡県 村重建設 802-0022 北九州市小倉北区上富野５－９－１ 093-521-6460

福岡県 不動産プラザ 803-0844 北九州市小倉北区真鶴 １－１２－１１　 093-562-7077

福岡県 健康住宅 816-0864 春日市須玖北１－３ 092-586-7900

福岡県 イノウエハウジング 834-0024 八女市津江４４－２ 0943-24-1214

福岡県 イノウエハウジング 久留米店 839-0841 久留米市御井旗崎１－１－１８ 0942-27-7973

佐賀県 中野ハウジング 840-0054 佐賀市水ケ江２丁目１１番２３号 0952-23-8181

長崎県 星野建設 諫早店 854-0022 諫早市幸町４９－４６ 0957-24-5090

長崎県 星野建設 島原店 855-0034 島原市田町６９１－１ 0957-65-0110

長崎県 松島工務店 859-2113 南島原市布津町丙６７４ 0957-72-5063

長崎県 あるある館 859-3701 東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１０７９－３ 0956-85-3888

大分県 工藤建設 876-0843 佐伯市中の島１丁目７番３４号 0972-23-0212

宮崎県 永倉建設 885-0112 都城市乙房町１６７３－３ 0986-37-3339

宮崎県 エイコー建設 886-0004 小林市細野２２６８－６ 0984-22-7201

鹿児島県 外薗建設工業 895-0067 薩摩川内市上川内町３２５５ 0996-20-7781

鹿児島県 ミナミホーム 899-4341 霧島市国分野口東 ７－１３ 0995-64-0678
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