
№ 市町村 代表者氏名 事業所名（屋号） 住所 電話番号 FAX番号

1 上尾市 関根 正行 関根工務店 上尾市菅谷2-27 048-774-7663 0480-43-7161

2 上尾市 谷島 大 有限会社谷島工務店 上尾市井戸木2-33-3 048-786-0364 048-786-0765

3 上尾市 太田 昌之 太田工業株式会社 上尾市愛宕3-7-16 048-771-2578 048-771-2579

4 小鹿野町 小澤 幸男 小澤建築 小鹿野町下小鹿野3422 0494-75-2721 0494-75-0859

5 小鹿野町 隝田 一夫 隝田建築 小鹿野町飯田3086 0494-75-0688 0494-75-0688

6 小鹿野町 髙橋　慎吾 髙橋建築株式会社 秩父郡小鹿野町小鹿野144 0494-75-2377 0494-75-3523

7 小川町 山口 徹明 株式会社ヤマグチ工務店 比企郡小川町大字青山375-5 0493-73-0126 0493-74-3821

8 小川町 山崎 政浩 有限会社山崎工務店 小川町大塚682-5 0493-72-1331 0493-72-1471

9 桶川市 砂川 長三 有限会社砂川工務店 桶川市川田谷2335-64 048-787-0129 048-756-0282

10 桶川市 大熊 康美 有限会社大熊木工所 桶川市倉田322 048-728-2902 048-768-4573

11 桶川市 島村 安夫 株式会社島村建設 桶川市下日出谷319-1 048-786-8571 048-787-1109

12 春日部市 山﨑 冨美男 有限会社山﨑工務店 春日部市南中曽根133-2 048-761-6033 048-761-6094

13 春日部市 渡部 昭司 株式会社クーカイ 春日部市南栄町11-6 048-755-8448 048-755-8449

14 加須市 大塚 重治 大安建設株式会社 加須市戸室222 0480-73-0391 0480-73-1416

15 神川町 高橋 健二 高橋建設 神川町池田250-1 0495-77-4317 0495-77-4317

16 神川町 清水 清次 有限会社清水建設 神川町植竹355-8 0495-77-4085 0495-77-4086

17 神川町 佐藤 仁志 佐藤建設 神川町小浜276 0495-77-2755 0495-77-2755

18 神川町 岩井 崇幸 岩井木工所 神川町元阿保139-5 0495-77-3118 0495-77-0268

19 上里町 沼尻 寛 有限会社沼尻工務店 上里町長浜1306 0495-33-5202 0495-33-7325

20 上里町 保泉 昭宏 児玉郡上里町七本木2348-51 0495-34-2692 0495-34-2692

21 川口市 壱岐 吉雄 株式会社壱岐工務店 川口市東川口4-30ｰ8 048-295-9122 048-295-0525

22 川口市 清野 文吉 清野左官工業 川口市安行慈林1081-14
048-283-6810
090-2223-9001

048-283-6810

23 川口市 鶴田 稔 有限会社鶴柾工務店 川口市西新井宿141-8 048-285-0089 048-285-0163

24 川口市 赤木 茂 あかぎ工務店 川口市榛松1-6-7 048-287-0934 048-287-0934

25 川口市 髙橋 利之 髙忠工務店 川口市小谷場523 048-265-0709 048-262-2133

26 川口市 飯田 和宏 飯田工務店 川口市安行吉蔵105-6 048-294-9545 048-294-9545

27 川口市 吉田 稔 有限会社大髙工務店 川口市大字里1461-5 048-282-4796 048-282-4606

28 川越市 新井 弘治 株式会社大弘建設 川越市中老袋334-1 049-226-6746

29 川越市 福岡 昭男 福岡工務店 川越市仙波町3-28-9 049-223-0863 0480-21-2539

30 川越市 森 晴行 森工務店 川越市寿町1-2295-4 049-245-8478 0480-73-1416

31 川越市 河野 秀明 河野工務店 川越市石田31 049-222-6024

32 川越市 竹ノ谷 俊雄 竹ノ谷木材工業 川越市砂新田1-11-22 049-243-5360 049-243-5360

33 川島町 宮前 守 宮前工務店 比企郡川島町下八ﾂ林52 049-297-2033 049-297-2033

34 川島町 小島 光弘 小島工務店 比企郡川島町一本木60 049-297-0754 049-297-0754

35 北本市 深井 英雄 ㈲深井工務店 北本市石戸9-335 048-591-1415 048-591-1415

36 久喜市 染谷 義明 染谷建設 久喜市上内1218 0480-58-6217 048-58-6217

37 久喜市 因泥 政治 因泥工務店 久喜市伊坂1540-3 0480-52-1963

38 久喜市 桐ヶ谷 貢 桐ヶ谷技建 久喜市北青柳1520-5 0480-21-2423 0480-21-2539

39 熊谷市 石渡 道昭 石渡木工所 熊谷市宮前町1-97-2 048-521-2928

40 熊谷市 三友 重雄 三友工務店 熊谷市箱田3-4-5 090-3200-2448

41 熊谷市 中里 克男 中里工務店 熊谷市男沼37 048-588-4531 048-588-4528
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42 鴻巣市 飯野　学 ㈲飯野工務店 鴻巣市上谷1175 048-541-1998 048-541-1194

43 鴻巣市 竹田 三郎 竹田建築設計事務所 鴻巣市神明2-1-36 048-596-5137 048-596-8420

44 越谷市 中村 正雄 ㈲大重工務店 越谷市蒲生1-3-36 048-986-4945 048-988-4507

45 越谷市 中村　洋一 ㈲中村工業 越谷市蒲生愛宕町4-9 048-985-1763 048-985-1764

46 越谷市 山﨑　忠夫 山﨑畳内装店 越谷市蒲生本町7-2 048-986-8614 048-987-1694

47 さいたま市 須田 幸男 須田工務店 さいたま市緑区三室2113-93 048-873-9220 048-875-6584

48 さいたま市 佐藤 七雄 佐藤工務店 さいたま市北区土呂町2-69-13 048-665-3254 0480-48-2366

49 さいたま市 佐藤 昇 佐藤建築 さいたま市岩槻区馬込408 048-756-0282 048-756-0282

50 さいたま市 西牧 照福 株式会社栄工務店 さいたま市桜区白鍬405-2 048-854-8219 048-855-2216

51 さいたま市 原 治雄 三功興業株式会社 さいたま市中央区上峰2-16-2 048-853-6658 048-852-5918

52 さいたま市 田口 明 田口工務店 さいたま市岩槻区愛宕町8-12 048-757-6217 048-757-6217

53 さいたま市 中島 敏弘 さいたま市桜区桜田2-19-15 048-862-4597 048-862-4597

54 さいたま市 三沢 亮司 三沢左官 さいたま市岩槻区本宿215-3 048-756-7251 048-758-1374

55 さいたま市 細沼 宣章 大海建設株式会社 さいたま市中央区鈴谷4丁目10-24 048-853-2362 048-858-1335

56 さいたま市 遠藤 昌次 遠藤工務店 さいたま市桜区田島9-8-1 048-864-3509 048-864-3509

57 さいたま市 小島　茂夫 さいたま市西区飯田新田11-9 048-623-3441 048-623-3441

58 さいたま市 小野　勲 小野工業 さいたま市大宮区三橋2-279-2 048-643-1941 048-643-1941

59 坂戸市 殿井 裕通 殿井工務店 坂戸市小山257 049-281-6107 049-281-6107

60 幸手市 眞瀬 治夫 真瀬工務店 幸手市下吉羽1489 0480-48-1220 0480-48-2366

61 幸手市 白石 充 株式会社白石工務店 幸手市千塚1843
0120-42-1825
0480-42-1825

0480-43-7161

62 白岡市 濱田 利勝 有限会社浜田建設 白岡市小久喜12-1 0480-92-8610 0480-91-6311

63 杉戸町 針ヶ谷 豊 有限会社針ヶ谷建設 杉戸町大字北蓮沼346-1 0480-38-3324 0480-38-2702

64 草加市 安斉 義憲 株式会社アンザイ 草加市金明町734-3 048-941-8326 048-941-8319

65 草加市 篠宮時雄 株式会社篠宮工務店 草加市青柳7-62-10 048-936-5520 048-936-3801

66 秩父市 上原 稔 上原工務店 秩父市相生町8-2 0494-22-4407 0494-22ｰ4453

67 秩父市 小澤 次夫 小澤建築 秩父市永田町8-10 0494-23-3863 0494-23-3863

68 秩父市 齋藤 昌之 齋藤建築設計事務所 秩父市大宮5258-11 090-8879-6425

69 秩父市 黒沢 達男 株式会社黒沢工務店 秩父市山田2696-7 0494-23-1140 0494-23-7737

70 鶴ヶ島市 粕谷 秀夫 粕谷工業 鶴ヶ島市上広谷99-7 049-287-0322 048-563-2679

71 鶴ヶ島市 北田 勝彦 株式会社北田工務店 鶴ヶ島市太田ヶ谷369-1 049-286-1567 049-287-7110

72 ときがわ町 小澤 伸吉 有限会社小澤建設 比企郡ときがわ町玉川1439 0493-65-0859 0493-65-0115

73 ときがわ町 岡野 一郎 岡野建築 比企郡ときがわ町玉川1576-3 0493-65-0298 0493-65-0298

74 所沢市 落合 房吉 株式会社水友 所沢市北岩岡258 090-4753-3954 04-2942-2864

75 所沢市 中村 明 株式会社真広塗装 所沢市久末2257 090-3220-9619 04-2924-0455

76 所沢市 肥沼 貫太郎 肥沼工務店 所沢市北野南3-20-28 04-2948-3909 04-2948-3909

77 所沢市 上村 衛 上村工務店 所沢市青葉台1253-23 04-2925-4659 04-2924-9355

78 所沢市 菅野 勝美 菅野建築 所沢市花園2-2402-45 04-2943-2174 04-2943-2174

79 戸田市 菊池 輝之 株式会社菊地工務店
営業所:蕨市南町2-28-11
本社:戸田市喜沢1-3-12

048-441-7508 048-444-7822

80 長瀞町 福島 三郎 福島工務店 長瀞町中野上43 0494-66-2243 0494-66-2243

81 滑川町 大島 春平 有限会社大春建設 滑川町羽尾5157-2 0493-56-4531 0493-56-4531

82 蓮田市 石塚 新治 石塚建築 蓮田市蓮田4-73 048-768-3975 048-768-4573

2 / 3 ページ



№ 市町村 代表者氏名 事業所名（屋号） 住所 電話番号 FAX番号

埼玉県家具固定サポーター登録名簿

83 鳩ヶ谷市 井上 達也 井上畳店・井上内装 鳩ヶ谷市三ﾂ和3-3-15 048-282-3612 048-282-3612

84 鳩ヶ谷市 後藤 伊佐夫 後藤工務店 鳩ヶ谷市南7-18-1 048-283-1248 048-283-1248

85 鳩山町 冨岡 眞人 冨岡建業 鳩山町大豆戸179-3 0492-96-0112 0492-96-0112

86 羽生市 中田 新一 ㈲小山建設 羽生市中央2-6-3 048-561-6878 048-561-6982

87 飯能市 斉藤 貞治 斉藤建築 飯能市白子375-2 042-978-0714 042-978-0714

88 東松山市 松島 充寿 ㈱アイムホーム 東松山市石橋360 0493-59-8040 0493-59-6930

89 深谷市 坂本 正明 大義建設 深谷市上柴町西2-2-12 048-574-1730 048-574-1730

90 深谷市 木村 好雄 木村工務店 深谷市岡3790-1 048-585-4204 048-585-4204

91 ふじみ野市 佐々木 仁 佐々木工務店 ふじみ野市桜ヶ丘3丁目17-19 049-266-3003 049-266-3095

92 本庄市 野口 浩 野口建設 本庄市児玉町太駄49 0495-78-0063 0495-78-0076

93 本庄市 柴崎 良明 有限会社岩崎工務店 本庄市児玉町元田108-1 0495-72-4771 0495-72-4717

94 本庄市 須川 博 有限会社須川建工 本庄市児玉町児玉206-7 0495-72-0921 0495-71-5019

95 本庄市 中田 裕之 中田建具店 本庄市本庄3-11-35 0495-22-2027 0495-22-2027

96 本庄市 久保田 寿一 コトブキ建設㈱ 本庄市四季の里1-15-13 0495-24-8339 0495-76-3803

97 本庄市 真塩 民久 真塩工務店 本庄市児玉町宮内84-2 0495-72-0427 0495-72-0427

98 松伏町 鈴木 雅行 有限会社鈴木建築 北葛飾郡松伏町上赤岩1258 048-991-2097 048-991-2031

99 松伏町 山崎 定之進 ㈲ヤマコウ 北葛飾郡松伏町松伏2161 048-991-2444 048-991-2444

100 美里町 鈴木 薫 鈴木工務店 美里町広木680-1 0495-76-2487 0495-76-3124

101 美里町 松澤 伸吉 松澤工務店 美里町阿那志277-1 0495-76-3223 0495-76-4070

102 皆野町 大濱 孝規 有限会社大濱建設 皆野町大字皆野950-2 0494-62-0225 0494-62-2368

103 皆野町 富田 育夫 富田建設株式会社 皆野町大字皆野945-1 0494-62-2504 0494-62-5414

104 横瀬町 小峰 多恵子 株式会社大勝ハウス 秩父郡横瀬町大字横瀬4130 0494-22-2335 0494-22-2404

105 吉見町 金子 任男 有限会社カネコ工務店 吉見町田甲1803 0493-54-1210 0493-54-1950

106 吉見町 恩田 文夫 恩田工務店 比企郡吉見町前河内64-1 0493-54-2310 0493-54-2310

107 寄居町 落合 秀夫 落合ガラス店 大里郡寄居町立原689-2 048-581-3610 048-581-3700

108 寄居町 権田　文雄 権田工務店 大里郡寄居町大字牟礼1559-1 048-582-0075 048-594-6547

109 寄居町 寺島　暢宏 寺島建築 大里郡寄居町富田3886-9 048-582-3010 048-582-3010

110 嵐山町 小林 靖史 有限会社　コバヤシ 比企郡嵐山町吉田512 0493-62-8893･5223 0493-62-2581

111 蕨市 野口 孝平 野口防水塗装工業 蕨市錦町5-9-18 048-443-6540 048-443-6540
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