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※1 県が指定する事業者向け講習会を受講した者の有無　　　※2 県内において、H19以降に評点1.0以上とした耐震改修の実績

いしかわ住宅耐震事業者リスト（工務店・大工） 2023.01.17版

県内で耐震改修を施工することができる、工務店・大工等を掲載しています。(No.は掲載申請順)

低コスト
工法実績

輪島市 2010 株式会社 表建築 輪島市山本町広野前1番地5 0768-22-4222 omotekentiku★yahoo.co.jp 一部地域 ○ 4件 ○

輪島市 2013 株式会社 西中工務店 輪島市稲舟町上野197番地 0768-22-2852 nk2852★deluxe.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 1件 ○

輪島市 2026 有限会社ＴＡＫＡＮＯ 輪島市杉平町5字27番地3 0768-23-8378 takanos★lilac.ocn.ne.jp 〇 県内全域 ○ ○ 9件

輪島市 2046 株式会社 宮下工務店 輪島市山本町広野前1-11 0768-22-7757 n-shin★kk-miyashitakoumuten.com 一部地域 ○ ○ 11件 ○

輪島市 2050 中谷工務店 輪島市河井町15-13-20 0768-22-6230 info★wajima-na.com 一部地域 ○ 3件

輪島市 2060 株式会社 工務紙井 輪島市町野町川西ニ部11番地 0768-32-0327 egao-ouchi★koumukamii.com ○ 一部地域 ○ ○ 9件 6件 ○

輪島市 2062 株式会社 田浦工務店 輪島市河井町6部21番地の1 0768-22-1459 taurakoumuten★cyber.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 2件 ○

珠洲市 2012 株式会社 谷口建設 珠洲市宝立町金峰寺8字19番地 0768-84-1411 teks★taniguchi-con.co.jp ○ 一部地域 ○ ○ 0件 0件 No.1056

珠洲市 2021 山田工務店 珠洲市正院町小路と-38 0768-82-4658 y.takeshi.1101★plum.plala.or.jp 一部地域 ○ 1件

七尾市 2014 アオイ建設 株式会社 七尾市本府中町ル部45番地5 0767-52-2502 info★aoi-kensetsu.jp ○ 一部地域 ○ ○ 4件 3件 No.1023

七尾市 2072 浜 建設 株式会社 七尾市小島町大開地3-13 0767-53-5513 hamachan★woody.ocn.ne.jp ○ 一部地域 ○ ○ 0件 0件 N0.1072

七尾市 2073 世家建築（SEIYA建築設計） 七尾市石崎町ワ部37-10 090-1637-1634 seiyakenchiku★hyper.ocn.ne.jp 県内全域 ○ ○ 0件 0件 No.1073

羽咋市 2018 石友リフォームサービス株式会社 羽咋市太田町ヘ69番地1 0767-22-7422 t-ishigaki★ishitomo-reform.co.jp 県内全域 ○ ○ 28件 0件 No.1020

羽咋市 2048 小倉建設株式会社 羽咋市柳橋町五俵刈5番地 0767-22-2132 m.kikuda★ogurakensetu.co.jp 一部地域 ○ ○ 1件 No.1036

志賀町 2029 株式会社 イシケン Ｉ建築設計工房 羽咋郡志賀町米町タの28番地1 0767-38-1164 k-ishiken★scnet.tv 県内全域 ○ ○ 3件 No.1032

志賀町 2065 株式会社 岡本建築 一級建築士事務所 羽咋郡志賀町相神ハの54番地 0767-42-1791 okamoto_kenchiku★yahoo.co.jp 一部地域 ○ ○ 1件 0件 No.1062

中能登町 2036 株式会社 杉本工務店 鹿島郡中能登町能登部上ｦ部95番地 0767-72-3763 info★sugi-kou.co.jp 一部地域 ○ ○ 0件

中能登町 2037 若狭建設株式会社 鹿島郡中能登町能登部下７１部３３番地 0767-72-3283 wakasakk★eagle.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 0件

金沢市 2002 株式会社 和泉建設 金沢市上荒屋3丁目25番地8 076-249-4757 kk-izumi★yacht.ocn.ne.jp ○ 県内全域 ○ 2件

金沢市 2003 合同会社 サポートプラス 金沢市薬師町ロ123-5 076-258-5099 mail★support-plus.jp 一部地域 ○ ○ 1件 No.1005

金沢市 2005 有限会社 ハウス設計施工キタ 金沢市金石相生町6番5号 076-268-3876 info★h-kita.co.jp ○ 県内全域 ○ ○ 4件 4件 ○ No.1009

金沢市 2006 ほそ川建設 株式会社 金沢市示野町西3番地 H.Kビル 4F 076-267-8008 office★hosokawakensetsu.co.jp 一部地域 ○ 4件

金沢市 2008 喜多ハウジング 株式会社 金沢市新保本3-3 076-249-4211 fujimoto★kita-net.co.jp 県内全域 ○ ○ 50件 1件 ○ No.1017

金沢市 2011 株式会社 金澤木房en樹 金沢市神宮寺2丁目14-20 076-254-6215 enju★abeam.ocn.ne.jp 県内全域 ○ 0件

金沢市 2016 宏州建設 株式会社 金沢市駅西本町1丁目3番15号 076-263-5355 info★koshukensetsu.co.jp ○ 県内全域 ○ ○ 4件 0件 ○ No.1052

金沢市 2020 有限会社 嶋田工建 金沢市菊川2丁目24番2号 076-261-0911 info★k-shimada.jp 一部地域 ○ ○ 9件 0件 No.1051

金沢市 2022 信三住建株式会社 金沢市押野3-84-3 076-248-6636 shinsan★cf7.so-net.ne.jp 一部地域 ○ 2件 1件 ○

金沢市 2023 株式会社 観田創建 金沢市金石西1-5-33 076-267-5656 kanda★k-souken.jp 一部地域 ○ ○ 6件

金沢市 2030 株式会社 玉家建設 金沢市入江3丁目29 076-291-3411 office★tamayakk.com 一部地域 ○ 0件
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http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2010j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2013j.pdf
http://www.yuu-takano.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2046j.pdf
http://www.koumukamii.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2060j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2062j.pdf
http://www.taniguchi-con.co.jp/
https://aoi-kensetsu.jp/
http://www.hamakk.com/
https://www.kk-izumi-hp.com/
https://www.h-kita.co.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2005j_3.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2008j.pdf
https://www.koshukensetsu.co.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2016j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2022j.pdf
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金沢市 2031 玉家ホームサービス 株式会社 金沢市入江3丁目29 076-291-3540 office★tamayakk.com 一部地域 ○ ○ 0件

金沢市 2032 株式会社 ひまわりほーむ 金沢市新保本4-66-6 076-269-8100 h-abe★e-himawari.co.jp 県内全域 ○ ○ 13件 ○

金沢市 2033 株式会社アフティー 金沢市新保本4丁目6番地 076-240-7605 aft-matoba★kind.ocn.ne.jp 県内全域 ○ ○ 1件 ○

金沢市 2034 ㈱カトー 健匠リフォーム 金沢市割出町606-2 0120-81-6406 r-kato★kensyo-r.com 県内全域 ○ 0件

金沢市 2035 株式会社 フジ・プランニング 金沢市法島町9番36号 076-287-3660 fuji2397★wish.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 3件 ○ No.1071

金沢市 2038 和正建設 金沢市専光寺町ヲ182-1 090-2091-9220 kazumasa.cons★gmail.com 県内全域 ○ ○ 0件 No.1050

金沢市 2042 株式会社 嶋源木建（LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟSHIMAGEN） 金沢市佐奇森町イ132番地1 076-267-1124
(0120-92-7794) lifa★shimagen.co.jp 一部地域 ○ ○ 12件 0件 〇

金沢市 2044 株式会社 日本美装 金沢市古府西1-8 076-266-2000 mail★nihonbisou.co.jp 一部地域 ○ ○ 0件 No.1057

金沢市 2045 松本建築 金沢市上荒屋5-473 076-249-6628 matsumoto-kentiku★mirror.ocn.ne.jp 県内全域 ○ ○ 1件

金沢市 2055 荒木木材工業株式会社 金沢市不動寺町ホ31-1 076-258-0214 mokuzai★araki-ao.com 県内全域 ○ ○ 0件

金沢市 2058 株式会社 オレンジリブ 金沢市押野一丁目297番地3 076-242-0018 orangelive★arrow.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 0件 No.1079

金沢市 2066 株式会社 建築工房坂本 金沢市下安原町西258-5 076-249-6246 k.skmt★nifty.com 県内全域 ○ 0件 No.1063

金沢市 2069 株式会社 杉山真設計事務所 金沢市つつじヶ丘201番地 076-241-6661 sugimasa★nsknet.or.jp 県内全域 ○ 0件 No.1067

金沢市 2070 セイダイリフォーム（株） 金沢市鞍月3丁目83番地 076-255-1640 info★seidai-re.jp 県内全域 ○ 0件 No.1069

金沢市 2075 中村住宅開発株式会社 金沢市駅西新町3丁目1番35号 076-221-7666 office★nakaju.com 一部地域 ○ ○ 0件

金沢市 2076 みづほ工業株式会社 金沢市八日市5丁目562番地 076-240-7010 info★mizuho-co.com 県内全域 ○ 0件

金沢市 2077 スーパーハウス産業株式会社 金沢市三口新町1-4-3 076-262-6088 super.h★superhouse.co.jp ○ 一部地域 ○ ○ 5件 5件 ○

金沢市 2080 (株)西川建築工房 金沢市泉本町1-69 076-245-0071 info★nishikawa-kk.com ○ 県内全域 ○ ○ 0件 No.1086

金沢市 2081 アフティーハウス株式会社 金沢市新保本4-9 076-240-7870 tmatudaira★afty-h.co.jp ○ 県内全域 ○ ○ 0件 0件

金沢市 2082 株式会社 西村総建 金沢市疋田1-333 076-255-1679 mail★n-soken.com ○ 県内全域 ○ ○ 4件 0件

金沢市 2083 鈴木建設株式会社 金沢市清川町5-3 076-241-5992 ado★suzuki-group.co.jp 県内全域 ○ 0件

かほく市 2004 株式会社 沢野建設工房 かほく市七窪ホ5-1 076-283-3360 sawano★sawano-kk.com 県内全域 ○ ○ 2件 ○ No.1007

かほく市 2007 株式会社 トモエ建業 かほく市遠塚ハ40番地1 076-285-1511 tsutomu★p2223.nsk.ne.jp 一部地域 ○ ○ 4件 1件 No.1013

かほく市 2009 有限会社 ハサタニ かほく市高松ヤ28-3 076-281-2639 hasa-taka★arrow.ocn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 0件

かほく市 2053 有限会社 山越建設 かほく市横山タ13番地12 076-285-2268 makoto★yamakoshi-kensetsu.com 県内全域 ○ ○ 0件 No.1042

かほく市 2061 ジョイハウスオカダ合同会社 かほく市遠塚ロ19番地5 076-285-3101 bxnkq121★yahoo.co.jp 県内全域 ○ ○ 0件 0件 No.1081

白山市 2019 有限会社 吉見建築士事務所 白山市青葉台一丁目５番地 076-276-3766 satoshi★yoshimi-office.jp ○ 一部地域 ○ ○ 4件 1件 ○ No.1026

白山市 2039 藤田建設株式会社 白山市鹿島町ち56番地4 076-278-4661 mikawa-fd★fujitakensetsu.co.jp ○ 一部地域 ○ 0件 0件

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2032j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2033j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2035j.pdf
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2042j.pdf
https://superhouse.co.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2077j.pdf
http://www.nishikawa-kk.com/
https://afty-h.co.jp/topics.html
https://n-soken.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2004j.pdf
https://yoshimi-office.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2019j.pdf
https://www.fujitakensetsu.co.jp/
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白山市 2041 北村建設株式会社 白山市西米光町チ78-1 076-278-4080 watanabe★kitamurakensetsu.com ○ 県内全域 ○ ○ 0件 0件 No.1034

白山市 2059 トリニティJapan株式会社 白山市相木町149-2 076-237-4500 info★trinity.jpn.com 県内全域 ○ 0件

白山市 2068 伸栄工業株式会社 白山市相川町2149-1 076-275-6469 support★shinei-ko.com 県内全域 ○ ○ 2件 ○

白山市 2078 鹿島建築 白山市湊町レ37番地142 076-278-3557 qqgr2kp9k★theia.ocn.ne.jp 一部地域 ○ 2件

白山市 2085 ThLive株式会社 白山市相川新町10-3 076-205-9208 ikeno★thlive3.com ○ 県内全域 ○ 0件 0件

野々市市 2001 株式会社 河合組 野々市市押野4丁目222番地 076-248-2160 kawaigumi★p2223.nsk.ne.jp ○ 一部地域 ○ ○ 0件 0件

野々市市 2025 株式会社 我が家 野々市市下林4丁目565-1 076-248-4316 kenichi★sumainowagaya.co.jp 一部地域 ○ 1件

野々市市 2064 セルコホーム株式会社　金沢支店 野々市市稲荷2丁目142番地 076-248-9000 hc.kanazawa★selcohome.jp 一部地域 ○ ○ 0件 No.1059

津幡町 2040 英工務店 河北郡津幡町浅田丙80 076-289-5101 hana.a.d★vanilla.ocn.ne.jp 一部地域 ○ 0件 No.1048

津幡町 2057 株式会社 ホリケン 河北郡津幡町字太田は150番地4 076-289-2710 horiken123★sky.plala.or.jp 一部地域 ○ ○ 0件 No.1049

津幡町 2079 建築工房セイゾウ 河北郡津幡町太田ほ342-1 076-288-3987 seizo★tts2000.com 県内全域 ○ ○ 2件 ○

津幡町 2088 株式会社スイベル 河北郡津幡町字庄ト39 076-289-2211 info★swivel.style ○ 県内全域 ○ 0件 No.1088

内灘町 2027 新谷建築 河北郡内灘町向粟崎5-166 076-238-9438 shinya.kenchiku★comet.ocn.ne.jp 県内全域 ○ ○ 0件

内灘町 2028 株式会社 あらき工務店 河北郡内灘町字向粟崎4-75 076-238-0504 info★arakikoumuten.co.jp 一部地域 ○ 0件 No.1031

内灘町 2054 LANDER WORKS（ランダーワークス） 河北郡内灘町千鳥台1-24-1 076-299-9090 landerworks★gmail.com 県内全域 ○ ○ 0件

小松市 2015 株式会社 駒沢建工 小松市今江町6丁目681番地 0761-21-1289 carrot★carrot-home.co.jp 県内全域 ○ ○ 0件

小松市 2017 有限会社 山岸建築 小松市北浅井町1号20番地 0761-21-3349 yamagisikenchiku★hkg.odn.ne.jp 一部地域 ○ ○ 0件

小松市 2024 有限会社 宮田建設 小松市大島町ロ115 0761-22-4579 miya-ken★wind.ocn.ne.jp ○ 一部地域 ○ ○ 3件 3件 No.1030

小松市 2047 ㈱梶谷建設 小松市軽海町ツ82番地1 0761-47-3311 kazitani3311★gmail.com 一部地域 ○ ○ 0件

小松市 2051 有限会社 アルクモリ 小松市島町ル30番地1 0761-44-8330 info★alcmori.co.jp 一部地域 ○ ○ 0件 No.1046

小松市 2052 山崎建設株式会社 小松市漆町イ72番地 0761-47-8181 yamazaki★yamazaki-c.co.jp ○ 県内全域 ○ ○ 6件 6件 ○ No.1041

小松市 2074 有限会社 山本製材 小松市白山田町ロ142番地 0761-65-1009 info★yamamoto-seizai.jp ○ 県内全域 ○ ○ 21件 21件 ○ No.1076

小松市 2084 有限会社 オートシ建築 小松市今江町5-573 0761-24-4047 h.ootoshi★icloud.com ○ 一部地域 ○ ○ 1件 No.1082

加賀市 2063 有限会社 西野建設 加賀市湖城町1丁目58番地 0761-74-1114 nisinok★carrot.ocn.ne.jp 一部地域 ○ 3件 No.1055

加賀市 2086 小中出建設株式会社 加賀市大聖寺地方町13-6-2 0761-72-0711 info★konakade.co.jp ○ 一部地域 ○ 1件 ○ No.1085

能美市 2049 株式会社 ＫＵＭＵ工務店 能美市和佐谷町丁90番地 076-273-0977 kumu8383★yahoo.co.jp ○ 県内全域 ○ ○ 0件 No.1037

能美市 2056 松浦建設株式会社 能美市湯谷町ニ48番地1 0761-57-2400 w-matsuura★matsuura-kk.jp 県内全域 ○ ○ 5件 No.1045
能美市 2067 有限会社 辰建 能美市三ツ口町12番地 0761-51-2872 ton★p2242.nsk.ne.jp 県内全域 ○ 9件 No.1064
能美市 2087 大同建設（株） 能美市寺井町た48番地 0761-58-5555 toiawase★ifuuseika.com ○ 一部地域 〇 8件 ○

https://kitamurakensetsu.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2068j.pdf
https://thlive.co/
https://kawaigumi.studio.site/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2079j_2.pdf
https://swivel.style/
http://miya-ken.sakura.ne.jp/
http://www.yamazaki-c.co.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/1041j.pdf
https://yamamoto-seizai.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2074j.pdf
https://www.ootoshi.co.jp/
https://konakade.co.jp/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2086j.pdf
https://www.kumu-ie.com/
mailto:toiawase@ifuuseika.com
https://www.ifuuseika.com/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/taishinportal/taishinlist/documents/2087j.pdf
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