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事業所名 住所 電話番号 業種 業務内容
1 (有)風間工務店 白井市根１７３５－２ ４９２－０４４８ 建設業 新築・増改築、大工工事

2 (有)裕喜工務店 白井市根１７８０－１８ ４９７－１９６５ 建設業 ハウスメーカー施工（軽量鉄骨）・在来工法・リフォーム

3 (有)鈴木工務店 白井市冨士２２６－５６ ４４４－２９２９ 建設業 新築・増築・リフォーム・介護保険工事など

4 宇賀工務店 白井市中２０１ ４９２－０６１２ 建設業 新築・増改築、大工工事

5 宇田川工務店 白井市根１７２６ ４９２－０３３９ 建設業 新築・増改築、大工工事

6 海老原工務店 白井市平塚１８６４ ４９７－０９０７ 建設業 新築・増改築、大工工事

7 高橋工務店 白井市中２８９－１ ４９１－９４２４ 建設業 新築・増改築、大工工事

8 山崎建築 白井市中１８１－７ ４９２－０９７８ 建設業 新築・増改築、大工工事

9 秋本工務店 白井市白井４１７ ４９７－０４１１ 建設業 新築・増改築、大工工事

10 小熊工務店 白井市神々廻１８５４－２１ ４９７－０７１３ 建設業 新築・増改築、大工工事

11 小川建築 白井市中３４４ ４９２－０６２５ 建設業 新築・増改築、大工工事

12 大塚工務店 白井市富塚１０４７ ４９２－０８１３ 建設業 新築・増改築、大工工事

13 飛井建築 白井市河原子４５８－１２ ４９７－０３５３ 建設業 新築・増改築、大工工事

14 武藤工務店 白井市神々廻１２５４ ４９７－０７０８ 建設業 新築・増改築、大工工事

15 （株）武藤 白井市神々廻４３０－３ ４９７－０７４０ 建設業
増改築、建築板金、内装、ステンレス、屋根、防水、銅版、軽点工
事

16 (株)青野工務店 白井市冨士６５－６ ４４６－１１４１ 建設業 建築、土木、塗装、設計事務所

17 武藤工務店 白井市清戸４１ ４９７－１５６２ 建設業 新築・増改築、大工工事

18 (株)神野工務店 白井市根１７８０－１１６ ４９２－８３６２ 建設業 新築、増改築、リフォーム工事

19 （有）村上工務店 白井市根１０５４－８ ４９１－３３５２ 建設業 新築、増改築、リフォーム、耐震工事

20 山田建築 白井市河原子３５７－１ ４９１－０３４９ 建設業 建設一式、大工工事

21 （有）藤吉ホーム 白井市根２５５－３ ４９１－９１６７ 建設業 新築・増改築、大工工事

住宅リフォーム助成金関係事業所名簿※お手数ですが必ず事業所へ確認をお願いします。



22 長嶺工務店 白井市根１３６７－１ 080-1261-1665 建設業 型枠大工

23 (株)カワムラ 白井市冨士５０－３ ４０１－３３１９ 建設業 90%大和ハウスの下請で新築、増改築の工事全般

24 （株）橋本工務店 白井市河原子２９１－１ ４９２－０２２０ 建設業 土木、建築、舗装工事

25 (株)富士建設 白井市神々廻１８３８ ４９７－０１４５ 建設業 一般建築、ハウスメーカー、大請工事

26 丸中木材(有) 白井市根９８７－３ ４９８－２９００ 建設業 一般木成の販売、リフォーム用成、見積、加工

27 渋谷工務店(株) 白井市根４１－１１ ４９２－０５５６ 建設業 リフォーム全般（古材利用得意）

28 武藤建設 白井市復１４５７－２２０ ４９１－０８０６ 建設業 一般土木建築工事

29 （株）松己建設 白井市大山口１－１１－１１ ４９２－１８７７ 建設業 総合建築・設計施工・リフォーム業

30 (有)エイチケイ(ベストリフォーム) 白井市根１０２９－１７ ４９８－３３３６ 建設業 リフォーム業

31 株式会社ケンソウ 白井市根１８１８－１３ ４２７－３４５０建設業 建築・リフォーム業

32 （株）三晃住宅 白井市冨士９７－６ ４４５－５６４６ 建設業 建設

33 （有）中央開発 白井市西白井１－１０－８ ４９１－１２１２ 建設業 建設

34 ケーエス住建 白井市冨士１－８３ ４４５－３１４７ 建設業 内装リフォーム、工事一式

35 （有）富澤ハウジング 白井市根１８２６－３１ ４９１－００２６ 建設業 建設

36 （株）Ｒ・Ｙ・Ｕ 白井市根４２２－１ ４９７－３６４１ 建築工事業 とび・土工工事

37 (株)十興業 白井市中５６－１ ４９２－５５２２ 建築工事業 解体

38 （株）川上土木建設 白井市中１７８－１１ ４９１－０２５９ 建築工事業 土木、舗装工事

39 （有）健栄興業 白井市清戸２８０－３ ４９１－４５５７ 建築工事業 木造、鉄筋、鉄骨解体工事

40 (株)ヒライ 白井市平塚４２１－２ ４９２－６３５０ 建築工事業 解体工事業

41 (有)平井興業 白井市中３１３－８ ４９１－５７６３建築工事業 解体工事業

42 （株）太一（ダイイチ） 白井市冨士５２－４２ ４４６－５３３４ 建築工事業 解体工事業

43 創心建設 白井市冨士１５１－２ ４０２－４５６８ 建築工事業 解体工事業

44 (有)鳶　武藤組 白井市神々廻１２０４ ４９７－０５０５ 建築工事業
基礎、外構、建物解体、建造物移動、沈下修正、補強、足場、盛
土、堀削、舗装、伐採抜根、一般土木工事

45 (有)平井興業 白井市中３１３－８ ４９１－５７６３ 建築工事業 土木・建物解体

46 (株)グローワン 白井市西白井４－２８－１９ ４０１－４３８３建設業 足場工事、足場資材販売、レンタル



47 千葉ステップ（株） 白井市根 ４９８－０１１５建設業 仮設足場工事

48 （株）ワークス 白井市谷田７９１－１ ４９８－０６１１建設業 足場工事

49 (株)川鍋土建 白井市折立５９８ ４９２－０３６１ 建築工事業 基礎工事、ブロック工事、建方、土留工事

50 大貫興業 白井市富塚１２３２ ４９１－１７０９ 建築工事業 解体・土木工事

51 鳶 板橋工業 白井市中２３８－６０ ４９１－１７３８ 建築工事業
ブロック工事、家屋、揚げ家、基礎、土木・コンクリート、外構工
事

52 山﨑土木 白井市神々廻３１５－３ ４９７－０５０３ 建築工事業 土木工事業

53 (有)大田原工業 白井市富塚１０４－５ ４９２－１２４４建築工事業 土木工事業

54 杉本板金加工所 白井市根４０－３３ ４９１－５４７０ 建築板金業 屋根工事、外壁工事、雨樋工事、その他板金工事一式

55 石田シャッタ－工業 白井市神々廻１２０５ ４９７－１４１２ 建具工事
シャッター取付、修理（手動、電動、パネル）バルコニールーフ取
付、門扉、カーポートステールドア（横引き等含む）オーバースラ
イダー取付修理、アルミ笠木、手すり

56 (有)宇賀板ガラス建材 白井市折立２４９－１ ４９１－２７２３ サッシ販売取付工事業 サッシ販売、ガラス工事、販売、エクステリア、工事販売

57 (有)松本製作所 白井市名内３８２－４ ４９７－１４５６ サッシ販売取付工事業 建築金物製造サッシ販売

58 (有)北総エクステリア 白井市根１８０８－１２ ４９１－５２９３ サッシ販売取付工事業 サッシエクステリア取付工事

59 山慎工業(株) 白井市南山1-10-1-803 ４９１－４７４８ 住宅屋根工事 瓦工事、屋根工事各種、太陽光発電、塗装工事各種

60 平川瓦店　セラムヒラカワ 白井市根１３０１ ４９１－０４４８ 住宅屋根工事 屋根瓦工事

61 風間瓦工事店 白井市根１７３８－１０ ４０４－５４４０住宅屋根工事 屋根瓦工事

62 風間タイル店 白井市根１８６１－２ ４９２－０３６２ タイル工事業 タイル工事（一級技能士資格あり）外構工事一式、水回り

63 加藤タイル 白井市根７４－３２ ４９１－９８８２ タイル工事業 タイル工事

64 ひさみタイル 白井市冨士２０２－１３ ４４２－１０１０ タイル工事業 タイル工事

65 (有)小松電気工事 白井市名内１１３７ ４９２－００５５ 電気工事業
自家用電工作物から一般電気工作物まで　住宅、工場、高圧設備一
式

66 (有)水谷電気設備工事 白井市冨士５－７５ ４４６－６１６４ 電気工事業
家庭用集合住宅等電気工事、ビル、工場等電気工事太陽光発電工
事、電気通信工事、引込線委託

67 （有）齊藤電気工業 白井市根８４－１ ４９７－１８８８ 電気工事業 電気工事

68 オオノエレクトロニクス 白井市清水口２－５－９－５０５ ４９２－１７３６ 電気工事業 電気工事



69 富澤電設(株) 白井市折立３７３－４ ４９２－０１５９ 電気工事業 電気工事

70 和興電業(株) 白井市冨士７６－１０７ ４４４－６４２２ 電気工事業 電気工事

71 清水電設（株） 白井市根１７３４－１２ ４９１－８６７３ 電気工事業
高圧電気設備工事、一般電気設備設計施工、空調設備工事、自家用
電気設備総合試験及び点検その他関連工事一式

72 須藤工芸 白井市冨士１－１２ ４４６－０３８８ 建具製造販売業 建具製造販売

73 インテリア・タナカ 白井市平塚８１０－２ ４９２－７０２７ 内装業 内装

74 インテリア今井 白井市復１４５７－２９５ ４９２－２５５０ 内装業 内装

75 タカハシ建装 白井市神々廻１６１９－３ ４０６－３７９８ 内装業 店舗、内装、ボード、軽鉄、ＧＬ工事

76 大井表具店 白井市十余一４８－８５ ４９７－０９７５ 内装業 クロス、障子張替え工事など

77 金沢屋　白井・印西店 白井市白井４３１－６ ４０４－１３１８内装業 表具屋（襖・障子・網戸などの張替専門店）

78 渡邉装飾 白井市神々廻２４２－１２ ４９７-３６５５ 内装業 内装工事全般

79 (株)円子技建 白井市神々廻１７６９－１ ４９２－９４２８ 建設業 建設・大工工事

80 Ｈ・Ｔ　ＪAPAN 白井市富塚７１４－１９ ４９２－７７０６ 建設業 外壁・内装工事

81 京葉レヂナー(有) 白井市冨士５９－９ 436－８１６６ 建設業 建物の防水、シーリングなど

82 (有)光陽ペイント 白井市根１８２６－１３ ４９１－５０４２ 建築塗装業

菊水化学に於ける耐火塗装責任施行指定業者、双頭ガン三頭ガン等
の特殊吹付け、各種コテ仕上げ、塗布防水、塗り床、建築塗装、吹
付、アスファルト一着色、ライン工事、コロニアル屋根、フッ素加
工、セッパン屋根の耐熱塗装

83 原田塗装 白井市冨士６８－１０９ ４４５－８４７１ 建築塗装業 外壁、吹付、外部、内部塗装・新築、リフォーム塗装工事対応

84 （有）シブヤサービス 白井市中３１４ ４９２－２５５７ 建築塗装業 外壁、吹付、内装・左官工事　特殊技術

85 (株)インフィニティ 白井市西白井４－２－１５ ４９１－８７０３ 建築塗装業

菊水化学に於ける耐火塗装責任施行指定業者、双頭ガン三頭ガン等
の特殊吹付け、各種コテ仕上げ、塗布防水、塗り床、建築塗装、吹
付、アスファルト一着色、ライン工事、コロニアル屋根、フッ素加
工、セッパン屋根の耐熱塗装

86 斉藤塗装店 白井市復１４５７－６６ ４９１－０２５８ 建築塗装業 一般建築塗装工事、鉄骨塗装工事、吹付け工事

87 吉野工芸 白井市冨士１１８－７ ４４５－３１１９ 建築塗装業 看板・建築塗装業



88 (株)RION 白井市西白井２－２８－１－KI20080-1211-1199 建築塗装業 塗装工

89 (有)サツマ興業 白井市清水口１－３－４－１０２491-1631 建築塗装業 塗装工

90 (株)リコウ装建 白井市根１７４８－５０ ４０２－４１９２建築塗装業 塗装業

91 （株）白井住宅塗装 白井市大山口2-4-16-204 090-8851-4497 建築塗装業 塗装業

92 （株）七和ペイント 白井市根１６６１－１８ ４０７－１１１８建築塗装業 塗装工事・シーリング防水足場工事

93 村田塗装興業 白井市清戸６６０－３ ４９８－２０９０建築塗装業 建築塗装・鋼橋塗装

94 （株）グローアップ 白井市根１８１３－２６ ４０１－３８５８建築塗装業 屋根、外壁塗装、防水工事

95 大　吉 白井市復２４５ 080-5132-4616 左官工事業 宗壁、土壁、漆喰、在来工法、モルタル､ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

96 井川左官 白井市冨士５２－７ ４４５－４８５９ 左官工事業 左官工事

97 中村工業 白井市富塚７６８－７ ４９２－０７６０ 左官工事業 左官工事

98 張貝左官 白井市神々廻１８７４ ４９７－００６８ 左官工事業 左官工事

99 桑子組 白井市大山口１－９－２７ ４９２－５５０１ 左官工事業 左官工事

100 しろい古里保存会 白井市木１２５ 090-1531-7696 井戸掘り 井戸掘り

101 (株)宮下興業 白井市十余一１０ ４９７－０７２６ 管工事業 土木工事、水道施設工事、舗装工事、とび、土木工事、建設工事

102 (株)京葉エンジニアリング 白井市南山３－１－５ ４９２－３１４１ 管工事業 管工事

103 (株)若井管工設備 白井市根1871-18 ４９１－８４０1 管工事業
新築建物の給排水衛生設備工事、既在建物の給水・排水切替工事、
浄化槽設置工事

104 (株)大福設備 白井市根３３８－１８ ４９１－５３４３ 管工事業
県営住宅設備補修、配水管布設、一般家庭修繕、バリアフリー設備
改修、給排水設備新設、改造、修繕工事、井戸ポンプ取替、水道切
替工事、漏水診断調査、県立高校設備補修

105 (株)近江屋商会 白井市白井３８２－３ ４９１－００５６管工事業 総合住宅設備機器販売業・水道設備・ガス設備他工事

106 （有）今井工業 白井市今井２３４ ４９１－８０８３ 管工事業 給排水衛生設備、水道・下水道施設、浄化槽設置工事

107 (有)山崎商会 白井市神々廻１６１９－２ ４９７－０８１１ 管工事業 水道衛生工事業

108 (有)山崎設備工業 白井市神々廻１８２８－１７ ４９１－５５５５ 管工事業 水道工事業

109 (有)山田水道工業 白井市中２６８－９ ４９１－４７７９ 管工事業 給排水衛生工事、合併浄化槽工事、井戸ポンプ工事



110 (有)中村フロ興業 白井市折立５２８ ４９２－０４４６ 管工事業 上下水道工事

111 (有)中野さく泉 白井市復１７２－２０ ４４５－２４８８ 管工事業 さく井工事

112 (有)浜建設興業 白井市根１８２１－７ ４９１－４２６３ 管工事業 京葉ガス下請、上記付随家庭の供給管の入取替工事

113 ソニック設備工業（株） 白井市根７３－７ ４９１－３６２１ 管工事業
特定建設業、管工事業、産業廃棄物収集運搬業、空調設備工事及び
メンテナンス、ＣＰＧ設備工事

114 海保設備 白井市冨士１９８－３３ ４４１－２７０６ 管工事業 給排水衛生工事

115 (有)ナミショウ 白井市南山１－３－８－５０２ ４９７－０８１２ 管工事業 給排水衛生工事

116 大月工業(株) 白井市根１７２３ ４９１－３６１２ 管工事業 土木一式、管、舗装、水道、ガス工事

117 都興業（有） 白井市根字丸山２５２－１ ４９２－５４９８ 管工事業 管工事

118 白井設備 白井市冨士１４１－４０ ４４４－８８１２ 管工事業 ガス配管工事

119 野本ＬＰ商会 白井市冨士５１－５ ４４４－７２１７ 管工事業 プロパン燃料販売業

120 武藤設備工業(株) 白井市神々廻１１９５ ４９７－１６２２ 管工事業 管工事、土木工事、水道施設事業、舗装工事

121 （株）松戸管材 白井市冨士２４７－２１ ４０４－４１８２ 管工事業 住宅設備機器、水回り、管材料販売

122 (株)レベルス 白井市西白井２－１０－１ ４９７－２３６４ 空調設備業 空調設備・重機オペレーター

123 (株)ガーデンホームズ 白井市富塚１０４１－２ ４９２－１２２９エクステリア エクステリア業

124 (有)北総エクステリア 白井市根１８０８－１２ ４９１－５２９３エクステリア サッシエクステリア取付工事業

125 ケーアイ産業(株) 白井市木８３３ ４９１－７６２０エクステリア 外構・土木・解体
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