
リフォーム 新築 増改築 点検etc… お気軽にお問合せください！

今野裕二 建築工事・リフォーム工事
ふじみ野市西２-４-２４
TEL 080-5650-3988

今野工務店 ＊

袖山信夫 内・外塗装
川越市上野田町４-７８-４０１
TEL 080-6775-1818

トータルコーティング美信

根岸克弘 内外部塗装・雨どい・波板等取替・外構・内装
川越市的場２２２６-５
TEL 090-2563-8007

根岸塗装店 ★

服部敦志 外構工事
川越市通町１８-９ ランドシティ本川越クレア６０３
TEL 049-228-5888

FULFiLL  Style

小山義春 総合室内装飾・内装工事全般
川越市南台2-6-16
TEL 090-3317-1491

有限会社インテリア小山 ★

中島和己 屋根・雨どい・板金工事
川越市小堤９０６-３ ヴィラクレイン３０８
TEL 090-4596-7584

中島板金

小野元晴 住宅の塗替え・防水・リフォーム工事
川越市小堤５４９-１６９
TEL 090-3317-2118

有限会社小野ペイント工業

大越義浩 一般住宅の内外塗装
川越市寿町１-２６１８-３
TEL 080-3593-1778

大越ペイント

齋藤健一 庭作り・植栽管理
川越市今成4-3-26
TEL 090-8039-5722

作庭人

柳生歩 内装仕上工事（クロス・床）
川越市笠幡１５９-４６
TEL 090-9342-6933

株式会社BEST FLOOR

道祖土芳輝 建築工事
川越市今成１-１-１４
TEL 090-3479-9705

田無工務支店

石沢喜久雄 建築工事・リフォーム工事
川越市今福１２０１-８
TEL 090-2765-4446

石澤工務店

木﨑昭一 リフォーム工事
川越市寺山２３-５
TEL 090-3219-4239

株式会社木﨑工務店

小林亮太 屋根工事・雨漏り・雨どい修理
川越市小堤910-28-302
TEL 090-6797-7596

株式会社コバ・ルーフ

荒井潤 建築塗装・塗装工事全般
川越市笠幡２５９０
TEL 090-7737-7422

株式会社アライ塗装
鯉渕太 塗装・防水
川越市下松原５７２-１１
TEL 0120-565-669

有限会社美光塗装 ★

深谷千宗 左官・外構・エクステリア
川越市的場２２２-７
TEL 080-2054-9737

深谷左官工業

石本健次 室内内装業（クロス・CF・床）
川越市大袋新田５６５-４
TEL 090-2226-8623

インテリア・イシモト

渡邉行一 空調設備に係わる電気工事
川越市木野目２５５-７
TEL 080-5464-8772

株式会社三栄計装工業

山口俊博 建築工事
川越市笠幡３４-１６
TEL 090-2412-3148

山口工務店

瀧島俊二 建築工事
川越市藤原町２１-８
TEL 049-243-9182

滝伸建設株式会社

鈴木啓介 建築工事・リフォーム工事
川越市小堤６４５-２
TEL 080-1323-8936

株式会社SUHARU建匠

大木弘 板金加工・屋根ふき
川越市岸町３-１９-１
TEL 049-244-0301

有限会社大木板金工業

村上淳也 建築塗装・防水工事
川越市笠幡５２-６
TEL 090-4620-2565

むらかみ塗装

細野治彦 一般建築塗装
川越市中福３３３-７
TEL 080-5379-0023

リペイントホソノ

三浦幸広 土木建築・外構工事一式
川越市神明町５２-４ Ｂ１０２
TEL 090-9979-8617

鈿女興業

加賀登 内装仕上工事・大工工事
ふじみ野市大原２-４-２４
TEL 090-3697-7377

有限会社丸加建装 ＊

橋爪明 鉄骨工事一式
川越市下小坂1030-2
TEL 049-232-7605

小久保鉄工株式会社

中村三夫 建築工事
川越市的場１-２２-５
TEL 090-9804-1676

中村工務店

菅沼良行 建築工事
川越市小仙波町3-18-5
TEL 090-8802-1239

菅沼工務店

本山正二 リフォーム工事
川越市豊田本３-９-１４
TEL 049-245-9409

有限会社本山企画 ★

深井明 屋根・瓦・板金・雨どい
川越市南田島２０３５-１ コーポ桜井１号室
TEL 080-9191-4139

深井板金

安永重利 塗装
川越市藤間８７９-３９
TEL 049-244-8421

株式会社安永建装

猪鼻秀夫 看板等製作他
川越市藤間１１０６-１０
TEL 049-242-2967

アド・ムサシノ

村野實 ふすま・障子貼替工事
川越市砂新田１１４-２３
TEL 090-1128-3396

村野表具師

増田正明 鉄骨建築・補修等
川越市下小坂１０３５
TEL 090-3428-5284

増田工業所

原田賢一 リフォーム工事
川越市中台南1-21-1
TEL 090-5199-6903

ハラダ住環境創建

矢野透 塗装
川越市笠幡１７３６-２１２
TEL 090-7815-9473

矢野塗装

杉田悦一 建物内・外塗装
川越市古谷本郷１６１０-２１７
TEL 080-5402-9239

杉田塗装 ★

福岡勇 一般建築塗装
川越市藤原町２８-３４
TEL 090-3900-6770

福岡塗装

阿部清重 内装・クロス・CF
川越市石田１００-５
TEL 090-3342-4350

アベ・クロス

相馬誠二 給排水衛生設備・空調
入間市上藤沢５６６-１ Ｃ-２０４
TEL 080-2048-8574

総合設備相馬 ＊

松原繁 解体工事
富士見市下南畑４０８４-１５
TEL 049-253-3424

有限会社松原興業 ＊

＊印の業者は川越市の制度対象外です。

住宅リフォーム推進サポート協議会（住推協）

リフォーム 新築 増改築 点検etc… お気軽にお問合せください！
住まいの相談は安心の地元業者へ

住推協は、国の住宅リフォーム業者団体です。住推協会員は
国から優良企業として認定されている事業者です。

★印が住推協会員の事業者です。

屋根・雨どい等

空調等設備

庭

建築・リフォーム

 内・外塗装
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鉄骨
外構


