
増改築相談員 2023.1.1

市町村 氏名 事業所名 住所 電話番号

1 千葉　孝 上尾市原市北1-13-15 048-872-7565

2 田中　利幸 田中建築設計事務所 上尾市西宮下1-146 048-775-2425

3 谷島　大 ㈲谷島工務店 上尾市井戸木2-33-3 048-786-0364

4 野本　順一 ㈲野本ガラス商会 上尾市東町1-2-23 048-771-6165

5 入間市 旭　伸男 ㈲旭創建工業 入間市仏子347-3 04-2932-0349

6 小鹿野町 小澤　幸男 小澤建築 秩父郡小鹿野町下小鹿野3422 0494-75-2721

7 小川町 山崎　政浩 ㈲山崎工務店 比企郡小川町大塚682-5 0493-72-1331

8 田熊　俊昭 タグマ建築工房 桶川市末広3-12-20 048-728-7283

9 砂川　哲也 ㈲砂川工務店 桶川市川田谷2335-64 048-787-0129

10 砂川　和也 ㈲砂川工務店 桶川市川田谷2335-64 048-787-0129

11 湯浅　充啓 ㈲リフォームマリモ 桶川市川田谷1680-10 048-787-4661

12 湯浅　太基 ㈲リフォームマリモ 桶川市川田谷1680-10 048-787-4661

13 島田　幸一 ㈲島田鉄工建設 桶川市坂田1568-11 048-728-4498

14 大橋　達朗 ㈲大橋工務店 桶川市川田谷3857-3 048-787-3301

15 関根　宏 藤の牛島の便利屋さん 春日部市牛島191 090-5434-4244

16 高土　誠一郎 高土建築 春日部市小渕1406-2 090-8513-3498

17 川鍋　浩司 川鍋建設 春日部市水角347 048-746-1073

18 大塚　正之 ㈱大塚建設 加須市琴寄1653-1 0480-72-2977

19 伊澤　光雄 ㈱伊沢工務店 加須市久下4-44-8 0480-65-3994

20 飯塚　文男 ㈱大塚建設 加須市琴寄1653-1 0480-72-2977

21 大塚　重治 大安建設㈱ 加須市戸室222 0480-73-0391

22 札埜　隆 タカホームサービス 川口市芝西2-10-7 048-261-0176

23 壱岐　吉雄 ㈱壱岐工務店 川口市東川口4-30-8 048-295-9122

24 清野　文吉 川口市安行慈林1081-14 090-2223-9001

25 横田　靖雄 ㈲横田商事 川口市差間2-6-3 048-298-0751

26 島田　一明 ㈲鎌田商会 川越市的場1252 049-231-2378

27 横沢　守 ㈱エムアンドシー 川越市吉田新町3-23-12 049-298-3460

28 沢田　之善 ㈱トオル 川越市熊野町7-14 049-241-3031

29 上田　恵司 大新建設 北本市中丸4-48 048-593-1515

30 蓮見　幸男 ㈱蓮見工務店 北本市本宿6-31 048-591-2707

31 森谷　勇 ㈱村上工業 北本市本町5-73-1ジュネスケイA-102 048-593-1935

32 深井　一英 ㈲深井工務店 北本市石戸9-335 048-591-1415

33 新井　薫 ㈲新井工務店 北本市荒井2-447 048-591-3163

34 行田市 髙橋　光一 ㈲髙橋工務店 行田市野1380-1 048-559-4057

35 清川　友宏 清川塗装 久喜市鷲宮中央1-16-15 0480-58-0333

36 渡辺　周作 渡辺工務店 久喜市栗橋中央2-13-19 0480-52-0420

37 飯島　肇 飯島建設 久喜市六万部694-2 0480-21-4793

38 渡辺　利幸 渡辺工務店 久喜市栗橋中央2-13-19 0480-52-0420

39 矢島　真太郎 矢島工務店 熊谷市千代586-1 048-536-6048

40 中村　和宏 中村工業 熊谷市小八林234 0493-81-7656

41 林　高夫 林表具店 熊谷市石原2-103 048-522-2402

42 矢島　信夫 矢島工務店 熊谷市千代586-1 048-536-6048

43 宇田川　博信 ㈲宇田川工務店 鴻巣市鎌塚3-1-9 048-548-2851

44 原田　裕司 原田工務店 鴻巣市下忍3402　エーコーマンション105 048-548-7827

45 関根　順治 関根住宅建設㈱ 鴻巣市宮前164-1 048-596-0352

46 黒沼　明 鴻巣市安養寺142 048-541-5780

47 小島　正美 ㈲小島工務店 鴻巣市笠原1913-1 048-541-4800

48 酒巻　英雄 酒巻工務店 鴻巣市笠原1358 048-541-5582

49 松本　幾夫 ㈲アイ・エム・サンクリーン 鴻巣市安養寺280 048-541-3432

50 小林　克之 ㈲小林電気商会 鴻巣市吹上富士見1-7-9 048-548-6066

51 大島　直己 ㈲大島工業 鴻巣市赤城780 048-569-0689

52 澁谷　正行 大和工務店 越谷市南町3-7-21 048-987-6696

53 大澤　健二 ㈱サンケン 越谷市大沢4-7-2 048-979-0376

54 内田　和秀 ㈱大眞 越谷市川柳町1-301 048-988-1311

55 齊藤　光広 (同)大島建築 さいたま市岩槻区諏訪1-1-13 048-795-0536

56 鳥山　猛 さいたま市岩槻区横根531-12 090-1505-3171

57 布川　繁則 ㈲布川瓦工業所 さいたま市岩槻区上野41-2 048-794-2336

58 平野　正男 ㈱平正工務店 さいたま市岩槻区本町6-5-3 048-756-1068

59 さいたま市浦和区 野嵜　潤一 ㈲野崎工務店 さいたま市浦和区領家2-8-18 048-886-8703

60 島波　正幸 ㈱ホームプランナーしまなみ さいたま市大宮区三橋1-732 048-666-6488

61 島波　伸幸 ㈱ホームプランナーしまなみ さいたま市大宮区三橋1-732 048-666-6488
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62 鈴木　和宏 ㈲鈴木工務店 さいたま市北区日進町3-186-5 048-666-5251

63 新井　裕 ユタカ技研 さいたま市北区吉野町1-391-6ういんぐ67 201号 048-671-0319

64 村田　亮介 ㈱東武店舗企画 さいたま市北区吉野町1-443-5 048-663-9000

65 小川　松雄 ㈱小川工務店 さいたま市桜区下大久保1799-1 048-855-8058

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

67 長内　公一 ㈱小川工務店 さいたま市桜区下大久保1799-1 048-855-8058

68 原　治雄 三功興業㈱ さいたま市中央区上峰2-13-10 048-852-3218

69 川又　和弥 ㈲川又住建 さいたま市中央区桜丘1-1-8 048-855-3442

70 小林　徹士 小林工務店 さいたま市中央区下落合5-14-8 048-852-4091

71 小原　仁 ㈲小原工務店 さいたま市西区指扇2856-225 048-624-3468

72 齋藤　栄司 ＥＳ空間設計工房 さいたま市西区湯木町2-35 048-624-9066

73 松橋　洋明 ㈱ONHIRO さいたま市西区佐知川1377－1 048-622-6943

74 さいたま市緑区 國分　和志 志興建築 さいたま市緑区美園2-9-15 090-7213-2445

75 さいたま市南区 前田　龍介 ㈱前田塗装 さいたま市南区太田窪2957-16 048-886-4439

76 岡部　智之 ㈱こもだ建総 さいたま市見沼区御蔵797-2 048-684-8888

77 伏見　忠夫 ㈱こもだ建総 さいたま市見沼区御蔵797-2 048-684-8888

78 堀之内　雅彦 ㈱こもだ建総 さいたま市見沼区御蔵797-2 048-684-8888

79 齋藤　健次 ㈱三電通 さいたま市見沼区宮ケ谷塔80-1 048-686-3640

80 栗原　初夫 ㈲栗原工務店 坂戸市堀込100-3 049-281-1387

81 田邉　智次 田邉工務店 坂戸市小沼880-1 049-283-9619

82 市川　実 ㈲市川板金工業所 坂戸市日の出町12-22 049-281-0417

83 栗原　勇次 エクセレントショップ　クリハラ 坂戸市浅羽野3-5-14 049-289-4461

84 小栗　廣志 ㈱小栗 幸手市北2-8-3 0480-43-1010

85 小池　康晴 ㈲小池 幸手市幸手3528 0480-42-1557

86 狭山市 吉田　三男 ㈲吉建 狭山市東三ツ木288-51 04-2954-8339

87 志木市 那須　博志 ㈱那須工務店 志木市下宗岡2-3-3 048-473-5850

88 野原　通恭 野原建設 白岡市新白岡5-7-1 0480-92-1828

89 榎本　健二 榎本建築 白岡市下野田1404-24 0480-93-2118

90 杉戸町 野村　佳広 野村建設 北葛飾郡杉戸町遠野716 0480-38-2476

91 草加市 佐々木　英国 佐々木工務店 草加市瀬崎2-8-17 048-953-9167

92 栗原　恒明 ㈱栗原瓦店 秩父市寺尾3204-1 0494-23-9140

93 若林　孝之 ㈲ワカバヤシ 秩父市大字山田2540-4 0494-22-2052

94 若林　喜久男 若林工務店 秩父市大野原3012 0494-22-3680

95 北田　直樹 ㈱北田工務店 鶴ヶ島市太田ヶ谷369-1 049-286-1567

96 北田　勝彦 ㈱北田工務店 鶴ケ島市太田ケ谷369-1 049-286-1567

97 山田　義之 所沢市緑町4-31-3 090-9394-7755

98 折橋　一男 ㈲折橋板金 所沢市東所沢1-21-20 04-2944-3954

99 中西　正人 ㈲折橋板金 所沢市東所沢1-21-20 04-2944-3954

100 渋谷　勉 渋谷建設㈱ 戸田市喜沢2-41-3 048-444-2273

101 遠藤　雄一 遠藤工務店 戸田市美女木1081-8 048-422-7120

102 野村　一男 ㈲野村工務店 戸田市笹目3-11-13 048-421-2762

103 小島　勝也 ㈱小島建設 比企郡滑川町羽尾3668-1 090-2529-0327

104 紫藤　孝 比企郡滑川町羽尾229-6 0493-23-3079

105 蓮田市 小野寺　勇 蓮田市東6-6-18 048-768-9771

106 今西　広道 ㈲今西建設 羽生市本川俣1293 048-561-3788

107 眞家　良徳 眞家建築 羽生市桑崎12-3 048-561-7972

108 今西　泰之 アイアールホーム 羽生市中央5-11-15 048-561-0085

109 小島　康弘 小島ホーム㈲ 羽生市下新郷198 048-561-3969

110 大澤　博信 大澤建築 羽生市西3-12-13 048-561-3778

111 大塚　康之 ㈲大塚工務店 東松山市和泉町10-58 0493-23-1408

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

113 江森　輝雄 江森工務店 東松山市日吉町12-11 0493-22-2489

114 清水　和夫 清水工務店 東松山市松山町3-2-26 0493-22-0914

115 柴﨑　光夫 柴﨑工務店 東松山市若松町1-5-8 0493-22-2145

116 深谷市 池澤　隆志 小田原塗装店 深谷市畠山986-2 048-577-3368

117 富士見市 砂川　龍仁 ㈱砂川工務店 富士見市水子4647-1 049-251-3014

118 ふじみ野市 吉野　兼次 ヨシノ住建 ふじみ野市駒林1293-5 049-265-1055

119 皆野町 富田　育夫 富田建設㈱ 秩父郡皆野町皆野945-1 0494-62-2504

120 宮代町 川村　圭一 川村工務店 南埼玉郡宮代町宮代台3-19-5 0480-35-1579

121 吉川市 笹本　智治 ㈲笹本工務店 吉川市上笹塚1-123 048-982-2979

122 戸部　眞 ㈲社寺建築戸部 大里郡寄居町富田3884-4 048-582-1466

123 小柳　明 ㈲柳工業所 大里郡寄居町大字寄居665-1 048-581-0872

戸田市

滑川町

羽生市

東松山市

寄居町

さいたま市見沼区

所沢市

坂戸市

幸手市

白岡市

秩父市

鶴ヶ島市

さいたま市北区

さいたま市桜区

さいたま市中央区

さいたま市西区


