
住まいの
便 利 帳

住宅の設計・新築・増築・修繕・

ﾘﾌｫｰﾑ・解体・その他住宅関連工事は、

つるおか住宅活性化ネットワーク会員

におまかせください！

2019年保存版



建築全般・リフォーム                                           ＜５０音順です＞

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

㈱アクアプラス　 遠賀原字稲荷41-4 24-5845 http://www.aquaplus-reform.com/

㈱浅賀建設 大半田字宮田7-1 22-6219 http://www.asakakensetsu.com/

阿部多㈱ 文下字沼田44-1 24-3141 http://abeta-group.com/

阿部多不動産㈱ 山王町9-35 24-3151 http://www.abeta.co.jp/

㈲イガラシ住建 岡山字六供31-14 24-4346

石橋不動産㈱ 末広町13-1 22-5411 http://www.espo1484.co.jp/

㈲上野工務店 民田字村下211-2 23-2299 http://www.ueno-komuten.com

㈲延味建設 山王町16-17 24-7039 http://www.enmikensetsu.com/

笠原建設工業㈱ 日枝字鳥居上18 22-0781 http://www.kasahara-net.co.jp/

㈲加藤建築 箕升新田字大谷地32 78-3836

川上工務店 友江字川向24-1 33-2305

㈱佐藤組 宝田二丁目9-72 22-3233

佐藤建築 三千刈字藤掛65 57-2219

㈲佐藤建築工務所 道形町45-16 24-3489 http://satohkk.web.fc2.com

㈱佐藤工務 東新斎町7-61 24-1133 http://www.satoh-kohmu.co.jp

㈲佐藤住宅 大塚町4-11 33-8317

白幡建築事務所 岡山字六供31-5 24-1128

菅原建設㈱ 馬町字池ノ下78-1 33-2511

㈱菅原工務店 大淀川字洞合5-3 23-5331 http://www.suga-kou.co.jp

㈱鈴木工務店 大山三丁目16-39 28-2758

㈱住まい工房 稲生一丁目10-16 25-8888 http://www.e-sumai21.net/

㈱誠朋建設 伊勢原町27-20 22-5121 http://www.seihokensetsu.com

鶴岡建設㈱ 泉町5-41 22-4511 http://www.turuken.co.jp/

㈲ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ夢空間 淀川町20-5 26-2373 http://www.th-yume.co.jp/

番匠剱持工務店 東原町3-25　　 22-4895 http://shounai.org/banshou/

北斗建設㈱ 西新斎町3-2 22-3352 http://www.hokutosan.jp/

日栄産業㈲ 白山字興野62 24-5533 http://www.nichiei0339.com

 ㈲みづほ産業 宝田三丁目7-8 22-1210 http://www.mizuho-reform.com/

㈱山口工務店 伊勢原町26-38 22-0569 http://www.yamaguchikoumuten.jp/

森建設工業㈱ 上藤島字街道西3-1 64-2362 http://www.morikensetu.com/

ライジング㈱ 平京田字屋敷廻71-4 33-8877 http://www.rising-house.jp

和田工務店 湯温海乙141 43-3133

㈱渡部工業 羽黒町荒川字西田52-3 62-4203 http://www.kominika.co.jp

http://www.abeta.co.jp/


                                          ＜５０音順です＞

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

秋野建築設計事務所 千石町10-22 24-0099 http://akino.pupu.jp/

㈱アックスクリエート 新形町24-1 24-3216

阿部多不動産㈱ 山王町9-35 24-3151 http://www.abeta.co.jp/

イシイ建築設計事務所 長者町19-1 24-7629

伊藤淳あとりえ 白山字興野75-9 24-0588

井上孝紀建築設計事務所 大東町6-15 23-8617 http://inouetakanori.com/

ＳＣ設計工房 朝暘町16-7 22-7383

小野寺コウ設計工房 日出二丁目10-12-13 29-4772 http://www.onodera-ｊｐ.com/

木村和矢設計事務所 道田町18-3 24-7487

斎藤美恵建築設計事務所 五十川戊69-1 45-2054

㈱新穂建築設計事務所 本町一丁目8-17 24-1515

菅原建設㈱ 馬町字池ノ下78-1 33-2511

㈱菅原設計 日出一丁目16-1 22-1848 http://www.dewa.or.jp/EISUKE26/kentiku/

㈱鈴木工務店 大山三丁目16-39 28-2758

鈴木二級建築設計事務所 城南町10-46-6 23-0992

㈱住まい工房 稲生一丁目10-16 25-8888 http://www.e-sumai21.net/

髙橋建築設計事務所 文園町7-45 23-5231

鶴岡建設㈱一級建築士事務所 泉町5-41 22-4511 http://www.turuken.co.jp/sekkei

㈲ﾄｰﾀﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ夢空間 淀川町20-5 26-2373 http://www.th-yume.co.jp/

Ｎａｏ空間設計 山田字油田147-2 33-0038 http://www.nao-kk.com/

㈱NOAA建築デザイン 伊勢横内字畑福25 22-3302 http://noripookawa.wixsite.com/mysite

ブレンスタッフ㈱ 桜新町8-33 24-5510 http://www.brain-staff.jp/

㈲みづほ産業 宝田三丁目7-8 22-1210 http://www.mizuho-reform.com/

森建設工業㈱ 上藤島字街道西3-1 64-2362 http://www.morikensetu.com/

㈲吉田建築設計事務所 新海町3-28 22-9431

水回り・空調工事                                           ＜５０音順です＞

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

㈱アクアプラス 遠賀原字稲荷41-4 24-5845 http://www.aquaplus-reform.com/

荘内配電管工㈱ 切添町22-25 22-6151

㈲トータル設備 岡山字六供31-31 28-2560

日栄産業㈲ 山田字小京田15-1 25-0339 http://www.nichiei0339.com

森建設工業㈱ 上藤島字街道西3-1 64-2362 http://www.morikensetu.com/

電気工事                                           ＜５０音順です＞

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

㈲大久保電気工事店 長沼字宮前32 64-3064

荘内配電管工㈱ 切添町22-25 22-6151

大同電気㈱ 布目字宮田156-7 22-0335

㈱渡会電気土木 下山添字一里塚36 57-2454 http://www.watarai-ec.co.jp/

住宅の設計（新築・増改築・ﾘﾌｫｰﾑ）

http://www.abeta.co.jp/#
http://www.onodera-jp.com/
http://www.dewa.or.jp/EISUKE26/kentiku/
http://www.th-yume.co.jp/#
http://www.nao-kk.com/#
http://www.brain-staff.jp/#
http://www.aquaplus-reform.com/#


土地・建物の売買                                    ＜５０音順です＞

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

阿部多不動産㈱ 山王町9-35 24-3151 http://www.abeta.co.jp/

石橋不動産㈱ 末広町13-1 22-5411 http://www.espo1484.co.jp/

菅原建設㈱ 馬町字池ノ下78-1 33-2511

㈱荘内ハウジング 馬場町1-20 22-2054 http://www.shonai-h.com/

㈱住まい工房 稲生一丁目10-16 25-8888 http://www.e-sumai21.net/

㈱誠朋建設 伊勢原町27-20 22-5121 http://www.seihokensetsu.com

鶴岡建設㈱ 泉町5-41 22-4511 http://www.turuken.co.jp/

㈱拓生土地地所 大淀川字洞合5-3 23-2456 httpｓ://takusei.biz/

北斗産業㈱ 西新斎町3-2 22-3239 http://www.hokutosan.jp/

ライジング㈱ 平京田字屋敷廻71-4 33-8877 http://www.rising-house.jp

事   業   所   名 住   所（鶴岡市） 電話番号(0235) ホームページ

塗　　装

飯塚塗装 三光町8-5 22-2843

㈱ナカムラ 伊勢原町26-10 22-1626 http://www.kabunakamura.jp

板　　金

有賀板金工事㈲ 茅原字西茅原113-3 24-2924

㈱利共瓦板金産業 友江町15-3 33-4545 http://www.rikyo4545.co.jp/

左　　官

佐藤左官 寺田字道田71-1 25-7858

解　　体

㈲日本海重機建設 五十川丙120-6 45-2835

建　　材

阿部多㈱ 文下字沼田44-1 24-3141 http://abeta-group.com/

金屋㈱ 平京田字屋敷廻1-4 22-0002 http://kanaya.life.coocan.jp/

ヤマックス建材㈱ 城北町2-29 22-0721

内　　装

㈱野口 白山字村北87-1 24-1117 http://www.bb-town.jp/noguchi/

畳

㈱たたみの小池 渡前字下谷地29-2 64-2180 http://t-koike.com

長谷川畳店 みずほ22-6 35-2078 https://www.tatami-hasegawa.jp/

造　　園

㈱土田造園 新海町16-4 23-1234

製　　材

㈱大和 友江字川向61-1 33-0100 http://wood-daiwa.co.jp

㈱出羽木材店 千石町6-57 22-3022

のこぎり・刃物

関のこぎり刃物店 三光町11-3 22-3391

その他（塗装・板金・左官・建材・内装・畳・造園・製材・刃物）               　　    ＜内容別５０音順です＞

お問合せ先　〈つるおか住宅活性化ネットワ－ク事務局内〉
鶴岡市建築課建築指導係25-2111(内線484．457) 　http://www.tsuruie.net/

http://www.abeta.co.jp/#
http://www.abeta.co.jp/#
http://www.hokutosan.jp/
http://www.s-bankin.com/#
http://www.bb-town.jp/noguchi/#
http://t-koike.com/#

