中 部

家族みんなが元気になる

あったかい家つくろう
ビルダー様名

住所

電話番号

（株）大川工務店
（有）幸栄工業
渡辺建築（株）
杉山建築
（株）SAWADA
（株）磯辺建設
（有）加賀住
榑林建設（株）
（有）しんま・望月
（株）寺田工務店
（株）鳳工務店
（株）アクティー
木田建築工房
（有）石野建築工房
大工米サ
瀧口建設（株）
亨栄建設工業（株）
（有）寺田建築
㈲エヌエスシイ ヒコサカ

静岡県三島市谷田夏梅木６５８－１
静岡県三島市長伏５９３－７
静岡県富士市中島２９－１
静岡県富士市大淵５６６－３５
静岡県富士市檜新田２６７－１
静岡県富士宮市万野原新田４０６４－７
静岡県富士宮市下条２３９０－５
静岡県牧之原市菅ケ谷１５３３
静岡県静岡市葵区新間１４５８－４
静岡県静岡市駿河区中田４－１－３２
静岡県静岡市清水区大手１－７－９
静岡県静岡市清水区大坪２－１４－１８
静岡県島田市金谷根岸町１７４－２５
静岡県浜松市北区都田町７５４７－５８
静岡県浜松市中区海老塚１－１６－４
静岡県浜松市北区東三方町４４７－１０
静岡県浜松市浜北区本沢合１０６－５
静岡県袋井市山科３６２３－１
愛知県豊橋市下地町字若宮９３

055-972-7730
055-984-1877
0545-62-2555
0545-30-7825
0545-31-0214
0544-27-9197
0544-58-0037
0548-87-2854
054-278-0513
054-285-0588
054-366-2863
054-348-7298
0547-45-3725
053-428-2522
053-453-7890
053-438-5388
053-586-3555
0538-43-0002
0532-52-8414

㈱荒木工務店

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺３－２７２

0532-61-6157

野本建築

愛知県豊川市小坂井町宮下88-1

0533-72-6121

㈱世文

愛知県豊川市一宮町大池７７

0533-74-3001

鳳峰建設㈱

愛知県新城市井代字林１０－３

0536-32-1408

㈲藤原建築

愛知県新城市長篠字杉下７－４

0536-32-2746

㈲根上建築

愛知県豊橋市弥生町字東豊和１９－６

0532-46-7368

香ノ木住建

愛知県蒲郡市清田町橋詰３２－１０

0533-67-3745

㈱河井工務店

愛知県蒲郡市神ノ郷町森前２－１

0533-67-1871

㈲吉堅工務店

愛知県安城市桜井町桜林５－１２

0566-99-4789

㈱スギケンホーム

愛知県西尾市東浅井町外山１

0563-52-1390

㈲鳳建築

愛知県名古屋市中川区上高畑１－２９－１

052-355-6561

㈱メッズコーポレーション

愛知県名古屋市緑区大高町一番割４８－２

052-825-3677

㈱アオイノハコ

愛知県名古屋市中区千代田１－８－１ 千代田ブリックス２Ｆ

052-265-5872

（株）ファーバルホーム

愛知県名古屋市東区徳川２－１６－１９

052-935-5530

㈱Ｓｈｉｎ空間

愛知県名古屋市天白区植田山４－４１４

052-861-0150

㈱大明建築

愛知県知多郡南知多町大字片名郷中１４３

0569-63-0498

紅葉建設㈱

愛知県豊田市竹生町３－２６－２

0565-34-0051

（株）スズケンコーポレイション
丸武住建（株）

愛知県江南市中奈良町熊野１０７－１
愛知県稲沢市平和町西光坊大門南１０８６－１

0587-55-7899
0567-46-6868

2018年2月21日 更新

イベント名

イベント予定

家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
その他
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
OB訪問会
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
OB訪問会
家づくり教室（個別）
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
構造見学会
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
構造見学会
家づくり教室（合同）
家づくり教室（合同）
構造見学会
家づくり教室（合同）

2月
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
2/25
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
2/17・24
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
2/10

a
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
3/3・４
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
2・/24・25
予告 2018/3/11
a
予告 2018/3/11
a
2/10・11
予告 2018/3/11
a
a

中 部

家族みんなが元気になる

あったかい家つくろう
ビルダー様名

住所

2018年2月21日 更新

電話番号

（株）河合工務店
ヤマカトラストホームズ（株）
文殊住建（株）
今井建築
凰建設（株）

愛知県一宮市あずら２－２－１２
岐阜県岐阜市下奈良１－１０－１
岐阜県本巣市文殊１２３４－１
岐阜県本巣市宝珠１１５－５６
岐阜県岐阜市芥見南山３－５－３１

0586-75-5623
058-277-0714
0581-34-2707
0581-34-3487
058-243-2173

（株）野田建設
名古路建築（株）

岐阜県関市緑ケ丘２－５－７８
岐阜県関市千疋北２－７－２

0575-23-5555
0575-28-3305

丹羽木材（株）
（株）大安ハイム
矢野建設（株）
櫻井建設（株）
（株）岡山工務店
（株）リアルホーム
（株）木村建築
(株)舘建築
（有）大鷹
（株）フォレスト・オオモリ

岐阜県岐阜市茶屋新田３－４９
岐阜県安八郡安八町南今ケ渕５０６－３
岐阜県安八郡神戸町北一色５９９
岐阜県多治見市笠原町２４５５－９７
岐阜県中津川市福岡６８５－１
三重県四日市市安島１－７－１２ 向陽２ビル
三重県鈴鹿市江島町５６９－１
三重県三重郡菰野町田口新田１３３５番地５
三重県三重郡朝日町大字小向７５５－１
三重県四日市市札場町４０６

058-279-4040
0584-64-3122
0584-27-8250
0572-44-1101
0573-72-2100
059-352-9920
059-387-9022
059-396-0866
0593-77-2472
0593-37-0780

伊藤建材

三重県鈴鹿市上箕田１－１０－１３

0593-82-1006

（株）アポア
大工家(株)

三重県津市藤方１７０４－２
三重県津市久居野村町５１６－６フラワー通り６号

059-222-7776
059-229-5118

服部建設（株）
（有）北山建築
（株）久世建設
（有）ＩＴＯ建築

三重県津市久居新町１１０５－２
三重県松阪市新町９９５
三重県松阪市伊勢寺町９５４
三重県津市一志町石橋２６２

059-255-2189
0598-25-2820
0598-58-2079
059-293-2750

（株）ビーディホーム
（有）タイセイ
藤川工務店
（株）山田製材
（有）中村不動産販売

三重県伊勢市中島１－６－４
三重県志摩市阿児町鵜方７６０－２
三重県伊賀市平野北谷４２４
三重県鈴鹿市西庄内町４２２５
三重県伊勢市小俣町本町３４１－１３４

0596-21-1800
0599-44-2587
0595-24-0724
059-371-0101
0596-20-7785

イベント名

イベント予定

完成見学会

OB訪問会

完成見学会
その他
完成見学会

完成見学会

家づくり教室（個別）
その他見学ツアー

モデルハウス見学会

2月
a
a
a
a
a
2/3
a
a
上旬
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
2/10,11

2/10 分譲住宅セミナー
2/25 ローンセミナー
a
3日4日
a
a
2/3,4
a
a
a
a
４日
2/18
a
a
a
a
a
随時

