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1 令和元年度 かつまた

所在地：所沢市小手指南6-7-10

電話番号：04-2947-7161

HP：なし

Eメール：なし

業種：建築リフォーム工事業

設立年：平成15年11月1日

資本金：0円

従業員数：1人

埼玉土建
・建築士

・第二種電気工事士

・遮熱塗装

地元中心で創業15年。

施工実績850棟。塗装工

事を中心にやっていま

す。

2 令和元年度 株式会社 ユーワネクスト

所在地：所沢市泉町1850-４

電話番号：04-2928-7936

HP：http://www.yuwa-

next.co.jp

Eメール：contact@yuwa-

next.co.jp

業種：塗装工事業

設立年：平成27年12月1日

資本金：10,100,000円

従業員数：11人

建設業の許可有 ・遮熱塗装

「地域の皆様と共に歩

んで行ける会社」とめ

ざし、精進してまいり

ます。

3 令和元年度 株式会社 ヤマニエコライフ

所在地：所沢市牛沼235-1

電話番号：04-2995-6650

HP：http://www.yamani-

ecolife.jp

Eメール：ｌifa-

tokorozawa@yappy.jp

業種：建築・木造建築・建築

リフォーム・大工・金属製屋

根・塗装・床・内装・ガラ

ス・金属製建具・木製建具・

屋根・指定給水・電気工事業

設立年：昭和48年2月7日

資本金：10,000,000円

従業員数：15人

住生活リ

フォーム推進

協会

建設業の許可有

・建築士

・建築施工管理技士

・福祉住環境コーディネー

ター２級

・給水装置工事主人技術者

・下水道排水設備工事設備技

術者

・第一種電気工事者

・液化石油ガス設備士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・遮熱塗装

お客様の大切なお住ま

いのお手伝い、お客様

の立場に立ってご提案

をさせていただきま

す。お問い合わせをお

待ちしております。

4 令和元年度 不破塗装 株式会社

所在地：所沢市荒幡361-2

電話番号：04-2924-9976

HP：

http://www.fuwatosou.com

Eメール：t-fuwa@tbp.t-

com.ne.jp

業種：塗装工事業

設立年：昭和60年1月26日

資本金：8,000,000円

従業員数：５人

・埼玉土建

・日本モルタ

ルアート協会

・NPO法人安

全安心まちづ

くり研究会

建設業の許可有

・塗装１級

・コミュニケーション能力２

級

・遮熱塗装

劣化の度合いによって

改修方法は変わりま

す。１級塗装技能士の

代表「不破」が現地調

査、改修工事のご提案

をしっかりとさせてい

ただきます。

所沢市スマートハウス化推進補助制度

小規模事業者名簿



No. 登録年度 業者名 所在地・連絡先等 業者情報 所属する団体 保有資格 得意とする工事 PR事項

5 令和元年度 リニューアルトーヨー株式会社

所在地：所沢市中富67

電話番号：04-2942-8019

HP：なし

Eメール：

renewal.toyo@tempo.och.ne.jp

業種：建築・木造建築・建築

リフォーム・大工・金属製屋

根・塗装・床・内装・ガラ

ス・金属製建具・木造建具・

屋根工事業、上下水道事業

設立年：平成12年4月1日

資本金：5,000,000円

従業員数：7人

埼玉県住宅産

業協会

建設業等の許可有

・建築士

・建築施工管理技師

・1級土木施工管理技師

・増改築相談員

・福祉住環境コーディネー

ター

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

新築からリフォーム、

外構他付帯工事を資格

者のもと施工いたしま

す。

介護保険対応、資格経

験知識がある担当者が

対応いたします。

6 令和元年度 有限会社 ケイテック

所在地：所沢市和ケ原1-3090-1

電話番号：04-2990-8538

HP：http://gaiso-

tokorozawa.com

Eメール：info@kei-tec.net

業種：建築・木造建築・建築

リフォーム・大工・金属製屋

根・塗装・床・内装・木製建

具・屋根工事業

設立年：平成18年4月12日

資本金：3,000,000円

従業員数：20人

・建設業の許可有

・建築士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

外装専門リフォーム、

増改築水廻り専門リ

フォーム、と専門性を

活かし、住宅の悩みを

必ず解決します。

7 令和元年度 株式会社 ところざわ産業

所在地：所沢市北岩岡642-15

電話番号：04-2922-4333

HP：なし

Eメール：info@tokosan.com

業種：ガラス・金属製建具工

事業

設立年：昭和42年7月1日

資本金：10,000,000円

従業員数：4人

公益財団法人

住宅リフォー

ム・紛争処理

支援センター

・建設業の許可有

・建築士

・建築施工管理技士

・第二種電気工事士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

窓の専門業者です。窓

のことなら何でもご相

談ください。

8 令和元年度
株式会社 ヤナ・コーポレー

ション

所在地：所沢市北野1-22-25

電話番号：04-2938-5933

HP：http://www.yanacorp.com

Eメール：info-

mail@yanacorp.com

業種：建築・木造建築・建築

リフォーム・大工・塗装・

床・内装・ガラス・金属製建

具・木製建具・屋根工事業

設立年：平成9年6月20日

資本金：10,000,000円

従業員数：18人

一般社団法人

リノベーショ

ン協議会

・建設業の許可有

・建築士

・建築施工管理技士

・塗装１級

窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

１級建築士・１級塗装

技能士・１級建築施工

管理技士等、各資格を

有し、自社職人にて施

工をしています。
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9 令和元年度
ゼロワンアーキテクツ

一級建築士事務所

所在地：所沢市向陽町2103-32

電話番号：04-2941-6521

HP：http://www.01arch.com

Eメール：info@01arch.com

業種：木造建築・建築リ

フォーム工事業

設立年：平成27年7月7日

資本金：0円

従業員数：2人

・建築士

・福祉住環境コーディネー

ター（２級）

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

私どもは「専任技術者

によるトータルマネジ

メント」のスタイルで

仕事に従事していま

す。高い「現場力」で

安心して暮らせるお住

まいを提供いたしま

す。

10 令和元年度 株式会社 西佑

所在地：所沢市東所沢1-27-7

電話番号：04-2945-5878

HP：https://seiyuu-co.net

Eメール：info@seiyuu-co.net

業種：木造建築工事業、建築

リフォーム工事業、床工事

業、内装工事業

設立年：平成15年6月2日

資本金：10,000,000円

従業員数：5人

日本木造住宅

耐震補強事業

者協同組合

・建築業の許可有

・建築士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

建築物の改修工事を東

所沢で30年営業してま

いりました。

建築物の困った事、大

小関わらずご相談くだ

さい。

11 令和元年度
株式会社 彩建コーポレーショ

ン

所在地：所沢市東狭山ヶ丘1‐68

‐6

電話番号：04-2929‐8400

HP：https://saiken.biz

Eメール：hagiwara@saiken.biz

業種：木造建築工事業、建築

リフォーム工事業、大工工事

業、金属製屋根工事業、塗装

工事業、床工事業、内装工事

業、ガラス工事業、金属製建

具工事業、屋根工事業

設立年：平成12年6月1日

資本金：20,000,000円

従業員数：2人

日本木造住宅

耐震補強事業

者協同組合

・建築業の許可有

・建築士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

自社施工による内窓の

取付や外窓の交換、断

熱リフォームのご提案

をさせて頂き、丁寧な

スピーディーな施工を

いたします。

12 令和元年度 株式会社 エムズデザイン

所在地：所沢市東町10-4

電話番号：04-2921-1345

HP：http://www.mscp.jp

Eメール：なし

業種：建築工事業、木造建築

工事業、建築リフォーム工事

業、大工工事業

設立年：平成15年12月10日

資本金：10,000,000円

従業員数：14人

埼玉建築士会

・建築業の許可有

・建築士

・インテリアプランナー

・インテリアコーディネー

ター

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

女性の建築士が多いの

でとても話しやすく、

お客様の立場で暮らし

を考えた設計が得意。

設計から施工、工事管

理までを一貫して行っ

ている設計事務所で

す。
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13 令和元年度 株式会社 市理

所在地：所沢市榎町8-12

電話番号：04-2924-4776

HP：http://www.ichiri.co.jp

Eメール：earth@ichiri.co.jp

業種：建築工事業、大工工事

業、内装工事業、屋根工事

業、鋼構造物工事業、タイル

れんがブロック工事業

設立年：昭和39年10月1日

資本金：10,000,000円

従業員数：3人

埼玉建築士会

・建築業の許可有

・建築士

・住宅エネルギー施工技術者

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

会社の規模は小さくて

も、小回りが利き、お

客様との間に信頼関係

を築いていただける、

地域の皆様に愛される

工務店を目指していま

す。

14 令和元年度 有限会社 遠藤工務店

所在地：所沢市三ケ島5-493-2

電話番号：04-2948-2659

Eメール：

carp.endou@jcom.home.ne.jp

業種：木造建築、建築リ

フォーム、大工、金属製屋

根、塗装、床、内装、ガラ

ス、金属建具、木製建具、屋

根工事業

設立年：昭和56年6月30日

資本金：3,000,000円

従業員数：2人

埼玉建築士会 ・建築士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

市民相談室「住宅増改

築相談」相談員、「我

が家の耐震診断」相談

員

住みながらのリフォー

ム工事を得意としてい

ます。

15 令和元年度 川又 工務店

所在地：所沢市花園1-2433-33

電話番号：04-2942-5205

Eメール：s-kawa4358@ozzio.jp

業種：建築、木造建築、大工

工事業

設立年：昭和42年8月3日

資本金：0円

従業員数：3人

住活協首都圏

住まいを創る

会

・建設業の許可有

・建築士

・福祉住環境コーディネー

ター２級

・福祉住環境コーディネー

ター３級

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・遮熱塗装

・節水型トイレへの交

換

どんな工事でも、何事

にも丁寧な仕事を心掛

けて行っております。

16 令和元年度 ㈱植村工務店

所在地：所沢市花園2-2349-13

電話番号：04-2942-5649

HP：

http://www.uemurakomuten.co.

jp/

Eメール：

uemura2@eos.ocn.ne.jp

業種：建築工事業

設立年：昭和42年10月1日

資本金：15,000,000円

従業員数：4人

一般社団法人

JBN・全国工務

店協会

・建築業の許可有

・建築士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

弊社は創業51年を迎

え、年間500件のリ

フォームを手掛けてお

りますので、様々なお

客様のニーズにお応え

することが出来ます。
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17 令和元年度 (有)当麻工務店

所在地：所沢市向陽町2145-5

電話番号：04-2924-1015

HP：touma-koumuten.com

Eメール：info@touma-

koumuten.com

業種：建築工事業、木造建築

工業、建築リフォーム工事業

設立年：昭和57年5月1日

資本金：8,000,000円

従業員数：3人

NPO法人木の

家だいすきの

会・NPO法人

西川森の市場

・建築業の許可有

・建築士

・建築大工技能士

・窓の交換

・玄関ドア等の交換

・断熱改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

改修工事・新築工事・

リノベーション工事は

自信があります。自然

素材を使った建築が大

好きです。

自社の大工が施工して

います。気の合う仲間

たちで徹底的に施工し

ます。

18 令和元年度 株式会社 原美健

所在地：所沢市有楽町2-7

電話番号：04-2922-1120

HP：http://www.hara-

biken.co.jp

Eメール：info@hara-biken.co.jp

業種：塗装工業・防水工業事

業

設立年：昭和53年4月4日

資本金：1千万円

従業員数：4人

・建築業の許可有

・塗装(１級) ・遮熱塗装

地元所沢で創業60年以

上の歴史と実績を持

ち、塗装を通じて所沢

のまちづくりに貢献で

きるよう事業に励んで

います。

19 令和２年度 有限会社 新井武雄工務店

所在地：所沢市南永井37-20

電話番号：04-2994-7382

HP：http://www.ｔ-arai-

koumuten.com/

Eメール：t.arai-

koumuten@r2.dion.ne.jp

業種：建築リフォーム工事業

設立年：昭和63年6月20日

資本金：5百万円

従業員数：3人

・NPO法人住

まいの構造改

革推進協会

・一般社団法

人ステキ信頼

リフォーム推

進協会

・建築業の許可有

・一級建築士

・福祉住環境コーディネー

ター２級

・開口部改修

・断熱改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

みなさまの快適・安

心、そして環境にもや

さしいご自宅を一緒に

つくりましょう！

笑顔をお届けできるよ

うに、一生懸命頑張り

ます。

20 令和２年度 安田ホーム株式会社

所在地：所沢市けやき台2-7-6

安田第三ビル1階

電話番号：04-2925-7888

HP：

https://yasudahome.co.jp/

Eメール：yasuda@yasudahm-

rf.com

業種：建設業・不動産業

設立年：平成元年4月24日

資本金：5300万円

従業員数：5人

・建築業の許可有

・二級建築士

・宅地建物取引士

・開口部改修

・断熱改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

住まいに関する事なら

何でもご相談下さい。

21 令和２年度 株式会社小髙木材

所在地：所沢市宮本町2-25-1

電話番号：04-2922-2483

業種：建設業

設立年：昭和28年7月1日

資本金：1,000,000円

従業員数：3人

・建築業の許可有

・開口部改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

木・鉄骨造・一般建築

請負
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22 令和２年度 株式会社 タクミホーム

所在地：所沢市泉町894-12

電話番号：04-2920-2266

Eメール：

takumihome@snow.plala.or.jp

業種：建築・建築リフォーム

業

設立年：平成19年9月14日

資本金：5,000,000円

従業員数：4人

所沢商工会議

所

・建築業の許可有

・１級建築士

・２級建築施工管理技士

・開口部改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

社員4名の小さな会社で

すが、地元の熟練の職

人さんと40年以上の付

き合いで、確かな施工

技術と安心価格で高い

信頼をいただいていま

す。

23 令和３年度 株式会社 トラストリフォーム

所在地：所沢市東狭山ヶ丘1-34-

8 ヴィラ狭山ヶ丘B号室

電話番号：04-2001-3065

HP：trustreform.com

Eメール：

trust.reform@outlook.jp

業種：建築リフォーム業

設立年：令和3年1月5日

資本金：2,000,000円

従業員数：1人

・開口部改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

24 令和４年度 有限会社 新栄サービス

所在地：所沢市若松町1032-2

電話番号：04-2998-1261

Eメール：info@shinei1991.com

業種：塗装工事業

設立年：平成3年3月22日

資本金：3,000,000円

従業員数：3人

・２級建築施工管理技士
・遮熱塗装

建物を守るプロフェッ

ショナル！何でもご相

談下さい。新設、丁寧

をモットーに御対応致

します。

25 令和４年度 株式会社 丸亜塗装工業

所在地：所沢市下新井1362-21

電話番号：04-2998-5554

HP：https://www.marua-

tosou.com/

Eメール：

marua@biscuit.ocn.ne.jp

業種：塗装工事業

設立年：昭和52年11月9日

資本金：10,000,000円

従業員数：4人

・建設業の許可有

・１級塗装技能士

・建設施工管理技士

・遮熱塗装

塗装改修専門会社で

す。所沢中心に創業45

年の実績と経験を生か

し、正確な診断を行い

ます。
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26 令和4年度 有限会社 片岸工務店

所在地：所沢市狭山ヶ丘1-10-13

電話番号：04-2947-7739

Eメール：

katagishi@image.ocn.ne.jp

業種：建築リフォーム工事業

設立年：平成12年４月19日

資本金：3,000,000円

従業員数：4人

・一般社団法

人埼玉建築士

会

・一般社団法

人JBN・全国工

務店協会

・一般社団法

人住宅管理・

ストック推進

協会

・1級建築士

・開口部改修

・断熱改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

みなさまの快適で安

心、そして地球環境に

も家計にもやさしい、

未来を見据えた賢い家

づくりをご提案いたし

ます。ぜひ、お気軽に

ご相談ください。

27 令和4年度 有限会社 佐久間工務店

所在地：所沢市堀之内1728-2

電話番号：04-2948-2691

Eメール：

sakuma.zaimokuten.koumuten

@lala.cc

業種：建設業、木造建築、リ

フォーム工事、改修工事、塗

装工事

設立年：昭和48年9月1日

資本金：10,000,000円

従業員数：5人

・１級建築士

・2級建築施工管理技士
・遮熱塗装

材木屋が創めた工務店

です。地域に密着し地

元の皆様の信頼を得て

創業50年。皆様のお住

まいの悩みをサポート

致します。

28 令和4年度 有限会社 中タイル工業

所在地：所沢市糀谷1745-1

電話番号：04-2948-1724

HP：https://naka-kogyo.jp

Eメール：m.1724@naka-

kogyo.jp

業種：建築リフォーム工事業

設立年：平成3年3月25日

資本金：3,000,000円

従業員数：5人

・2級建築士

・2級建築施工管理士

・開口部改修

・断熱改修

・遮熱塗装

・節水型トイレ、高断

熱浴槽への交換

小さなお悩みや不便な

こと改善したい要望な

どお気軽にご相談くだ

さい。喜びと感動を届

けられるように、全力

で対応します。


