
耐震補強フレーム「フレームプラス」

フレームプラス認定者所属企業一覧

エリア 所属先企業 電話番号 種別

宮城県 有限会社テラ構造設計 〒987-0172 宮城県遠田郡涌谷町下郡字竹の花１４ 0229-43-5677 設計

宮城県 株式会社大澤建設 〒987-0284 宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台字笠石３－４ 0229-45-2197 施工

宮城県 株式会社仙北建設 〒989-6143 宮城県大崎市古川中里３－９－１８ 0229-23-7722 施工

秋田県 株式会社吉田産業 〒010-0061 秋田県秋田市卸町2－4－3 018-863-3251 施工

秋田県 有限会社サトーホーム 〒015-0046 秋田県由利本荘市船岡字小谷地7-1 0184-23-7830 設計

茨城県 有限会社川上建設 〒305-0023 茨城県つくば市上ノ室１４７９－１ 029-857-3397 施工

茨城県 佐藤建設株式会社 〒301-0005 茨城県龍ケ崎市川原代町３６９５ 0297-62-7111 設計・施工

茨城県 建築工房佐藤 〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川１５０－５ 029-287-7010 設計・施工

栃木県 阿部興業株式会社 〒321-0145 栃木県宇都宮市茂原2-10-24 028-655-1001 設計・施工

栃木県 有限会社佐野屋工業 〒322-0037 栃木県鹿沼市中田町1355-9 0289-62-4939 設計・施工

栃木県 有限会社リフォームカネダ 〒321-0923 栃木県宇都宮市下栗町578-3 028-656-6664 施工

群馬県 有限会社城田建築設計事務所 〒370-0861 群馬県高崎市八千代町３－８－１５ 027-325-6085 設計

群馬県 草処建設株式会社 〒376-0121 群馬県桐生市新里町新川１７１ 0277-74-1682 設計・施工

埼玉県 無垢スタイル建築設計株式会社 〒331-0815 埼玉県さいたま市北区大成町４－１７６－１ 048-661-6966 設計・施工

埼玉県 株式会社松堀不動産 〒347-0045 埼玉県東松山市本町2-10-3 0493-81-3152 設計・施工

埼玉県 住医やたべ有限会社 〒336-0933 埼玉県さいたま市緑区大門1435-1 048-878-4188 施工

埼玉県 株式会社クリディアル 〒330-0075 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷３－７－７－１０１ 048-755-9116 設計・施工

埼玉県 有限会社鳶勝 〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場３－１８－７ 049-299-3203 設計・施工

埼玉県 有限会社サンコー建築店 〒331-0045 埼玉県さいたま市西区内野本郷５６８－４ 048-624-6066 設計・施工

埼玉県 株式会社ホームプランナーしまなみ 〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋１－５９５－２ 048-666-6488 施工

埼玉県 共栄建築有限会社 〒336-0965 埼玉県さいたま市緑区間宮６８４－６ 048-878-1338 設計・施工

埼玉県 良建ホーム有限会社 〒362-0001 埼玉県上尾市上６８０－７ 048-776-3101 設計・施工

埼玉県 有限会社佐藤工務店
一級建築士事務所 〒362-0031 埼玉県上尾市東町１－２－１３ 048-771-7804 設計・施工

埼玉県 株式会社ワカマツ技建 〒366-0024 埼玉県深谷市明戸７３３ 048-574-3334 設計・施工

埼玉県 有限会社すまい工房 彩の家 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町３－１５－９ 049-238-3110 設計・施工

埼玉県 株式会社武井工務店 〒332-0003 埼玉県川口市東領家５－１３－１ 048-223-4774 設計・施工

埼玉県 エイム株式会社 〒332-0002 埼玉県川口市弥平２－２０－３ 048-224-8160 設計・施工

埼玉県 株式会社吉澤建設工業 〒357-0003 埼玉県飯能市青木３４－２ 042-972-4652 設計・施工

埼玉県 有限会社尾身工務店 〒355-0115 埼玉県比企郡吉見町上銀谷２０１－１ 0493-54-8375 設計・施工

千葉県 秋山木材産業株式会社 〒275-0001 千葉県習志野市東習志野６－１２－３ 047-493-1133 設計・施工

千葉県 株式会社大嶋建設興業 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町２－４８８－８１ 047-467-6205 施工

千葉県 有限会社テイクプラン武田一級建築士事務所 〒271-0065 千葉県松戸市南花島３－２７－２　ブレーン１ビル２Ｆ 047-361-6814 設計・施工

千葉県 白幡興業株式会社 〒294-0052 千葉県館山市亀ヶ原682-3 0470-27-2448 設計・施工

千葉県 株式会社田辺工務店 〒294-0052 千葉県館山市亀ケ原547-5 0470-27-6361 施工

千葉県 岩瀬環境デザイン建築事務所 〒272-0827 千葉県市川市国府台3-7-31 047-371-2169 設計・施工

千葉県 小山建築工務株式会社 〒299-5103 千葉県夷隅郡御宿町新町８１５ 0470-68-2627 設計・施工

千葉県 有限会社ハッタハ工務店 〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食１７５６－４ 0476-80-1175 設計・施工

千葉県 株式会社山喜建設 〒270-0804 千葉県市川市南大野３－１４－２６ 047-337-4320 施工

ＹＫＫ ＡＰ株式会社事業戦略部

2019/12/27更新

住所

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 1/9
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千葉県 株式会社アルファーリフォーム 〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町１－６－１１ 043-242-7131 設計・施工

千葉県 株式会社スリーヴイホーム 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町１７－１１ 043-290-7333 設計・施工

千葉県 有限会社ノア 〒260-0811 千葉県千葉市中央区大森町５３０－２２ 043-310-7618 設計・施工

千葉県 株式会社空設計 〒273-0035 千葉県船橋市本中山４－４－１－１０６ 047-312-6678 設計・施工

千葉県 有限会社水戸工務店 〒277-0825 千葉県柏市布施６４７－２ 04-7131-8619 設計・施工

東京都 エス・ティー・ケー　一級建築士事務所 〒145-0064 東京都大田区上池台１－５－７ 03-3787-8788 設計・施工

東京都 一級建築士事務所 宗像建築設計事務所 〒131-0032 東京都墨田区東向島１－２３－１１ 03-3612-8015 設計

東京都 有限会社鳴海建築設計事務所 〒130-0026 東京都墨田区両国３－２１－８　MKビル３階 03-5600-5815 設計

東京都 ホームテック株式会社 〒206-0011 東京都多摩市関戸1-1-5　ザ・スクエアE棟6F 042-356-8904 設計・施工

東京都 株式会社ツルサキ 〒101-0021 東京都千代田区外神田６－４－５－７０２ 03-6240-1201 施工

東京都 株式会社パル設計 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨1-2-19-306 03-3949-7431 設計

東京都 株式会社トップス 〒206-0011 東京都多摩市関戸４－７２－６０５ 0120-794-100 設計・施工

東京都 株式会社ハイウィル 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里２－３５－１ 03-5615-2820 設計・施工

東京都 八百松商事株式会社 嘉野一級建築士事務所 〒125-0062 東京都葛飾区青戸２－１４－６ 03-3691-4131 設計・施工

東京都 有限会社小島工務店 二級建築士事務所 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西６－３４－１２ 03-3689-2045 設計・施工

東京都 東商住建株式会社 〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町３－１０－５ 03-3679-9567 設計・施工

東京都 水と木工房 
株式会社 ＨＧ プランニング 〒186-0003 東京都国立市富士見台２－１１－８ 042-580-4898 設計・施工

東京都 有限会社仁藤工務店 〒168-0082 東京都杉並区久我山３－１４－５ 03-3332-8552 設計・施工

東京都 株式会社ハウジングサポート 〒167-0053 東京都杉並区西荻南２－２０－８ハニービル西荻 03-5941-0833 設計・施工

東京都 株式会社リピック建設 〒123-0842 東京都足立区栗原３－９－１２ 03-3852-2341 施工

東京都 株式会社東京設計事務所 〒146-0082 東京都大田区池上８－１－１ 03-3752-4925 設計

東京都 竹内木材工業株式会社 〒165-0022 東京都中野区江古田４－２４－２１ 03-3387-4131 設計・施工

東京都 生活協同組合・消費者住宅センター 〒164-0011 東京都中野区中央５－６－２新中野ビル7階 03-5340-0620 設計・施工

東京都 株式会社大森工務店 〒203-0053 東京都東久留米市本町１－３－５ 042-471-4846 施工

東京都 株式会社リビングアース 〒141-0032 東京都品川区大崎１－１７－２ 03-6431-8148 設計・施工

東京都 株式会社寺島工務店 〒142-0053 東京都品川区中延４－３－１４ 03-3784-2175 設計・施工

東京都 有限会社比留間工務店 〒183-0012 東京都府中市押立町４－３９－１３ 042-482-1210 設計・施工

東京都 有限会社石井工務店 〒183-0045 東京都府中市美好町３－１２－６ 042-360-9410 設計・施工

東京都 株式会社ヒグメン 〒114-0023 東京都北区滝野川７－１８－１ 03-5961-7402 設計・施工

東京都 株式会社ケンテック 〒152-0031 東京都目黒区中根１－９－９AKビル 03-5726-2323 設計・施工

東京都 有限会社アクティブキューブ 〒179-0074 東京都練馬区春日町３－３３－２５ 0800-111-3411 施工

東京都 株式会社アジャスト 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町３－９－４６ 03-3923-9800 設計・施工

東京都 大丸木材株式会社 〒177-0032 東京都練馬区谷原２－６－５２ 03-3995-3230 施工

東京都 株式会社岩商 〒176-0023 東京都練馬区中村北４－８－２８ 03-5241-5031 設計・施工

東京都 有限会社大野博建築計画事務所 〒177-0034 東京都練馬区富士見台３－７－２７ 03-3825-1655 設計・施工

神奈川県 株式会社大船住研 〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷２－４３－１３ 045-893-3699 設計・施工

神奈川県 ウスイホーム株式会社 〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜1-5-16 046-835-5963 設計・施工

神奈川県 株式会社ミツボシ 〒236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目2番20号 045-781-3095 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 2/9
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神奈川県 吉田建設有限会社 〒210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町23-10 044-233-7567 施工

神奈川県 株式会社美装 〒237-0066 神奈川県横須賀市湘南鷹取1-33-24 046-869-4433 設計・施工

神奈川県 株式会社さくら住宅 〒247-0035 神奈川県横浜市栄区桂台西２－４－３ 045-895-4321 設計・施工

神奈川県 有限会社岡設計総合企画 〒233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東１－２５－１８ 045-846-5000 設計

神奈川県 一級建築士事務所　有限会社デルタスキーム 〒234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南４－３０－８ナカマチビル３０４ 045-843-5720 設計・施工

神奈川県 日生住宅株式会社 〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名３－１４－１４ 045-431-3001 設計・施工

神奈川県 株式会社メイセイ 〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜１－１０－５ 045-549-0561 施工

神奈川県 株式会社耐震防災 〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼１－１４－２０－１０１ 045-620-3410 設計・施工

神奈川県 水沢住宅建築株式会社 〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川３－１５－８ 045-914-5178 設計・施工

神奈川県 住快 〒245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西３－２７－４８ 045-802-2999 施工

神奈川県 株式会社フレッシュハウス 〒231-0007 神奈川県横浜市中区弁天通４－５７損保ジャパン日本興亜横浜弁天通ビル 045-641-4911 設計・施工

神奈川県 株式会社成田組 〒230-0038 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－４８－１ 045-502-8011 設計・施工

神奈川県 工藤建設株式会社 〒225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川４－３３－１０ 045-911-5991 施工

神奈川県 株式会社秀建 〒243-0432 神奈川県海老名市中央１－１４－３６ 046-232-5111 設計・施工

神奈川県 有限会社マルカメ 〒257-0028 神奈川県秦野市東田原４４１－４ 0463-81-4082 設計・施工

神奈川県 多摩トーヨー住器株式会社 〒216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生２－８－８ 044-976-1381 施工

神奈川県 株式会社成建 〒216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋２－６－１７ 044-856-0811 設計・施工

神奈川県 スウェーデンハウスリフォーム株式会社 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３武蔵小杉ＳＴＭビル７Ｆ 044-711-4155 設計・施工

神奈川県 株式会社窓建システム 〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台１－５－１ 042-703-5855 設計・施工

神奈川県 有限会社神崎建設 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上２－４－１１第２鈴駒ビル２０３ 0466-54-9703 設計・施工

神奈川県 株式会社アカデメイア 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２－５－８湘南台Ｎビル６Ｆ 0466-41-4551 施工

神奈川県 有限会社サイトウ建築事務所 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松８５４－１ 0465-72-1154 設計・施工

神奈川県 株式会社ＮＯＭＵＲＡ 〒254-0904 神奈川県平塚市根坂間８０９ 0463-63-1434 施工

新潟県 株式会社メディアワークス 〒942-0072 新潟県上越市栄町2-9-15 025-544-6531 施工

富山県 アウルウイング 〒939-8022 富山県富山市山室荒屋８１番地 076-425-3711 設計・施工

富山県 有限会社西川建築 〒935-0015 富山県氷見市伊勢大町２－２－９ 0766-72-4874 施工

富山県 共和土木株式会社 〒938-0001 富山県黒部市荒俣1600 0765-57-1180 設計

福井県 大森建築 〒916-0042 福井県鯖江市新横江１－５－１１ 0778-52-1368 設計・施工

福井県 有限会社エヌエス・インテリア 〒918-8032 福井県福井市南江守町２号７８－１ 0776-34-4478 施工

山梨県 有限会社共和 〒409-1305 山梨県甲州市勝沼町綿塚４２５－４ 0553-20-4612 施工

山梨県 ハヤシ建築設計 〒406-0003 山梨県笛吹市春日居町桑戸３４７－１ 0553-21-5920 設計・施工

長野県 アクティブ・プロパティマネジメント 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂１６７０１－６ 0265-83-1746 設計・施工

長野県 有限会社新光創建 〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-15-4 026-248-7314 設計・施工

長野県 炭平コーポレーション株式会社 〒381-0025 長野県長野市北長池１６６７ 026-213-8855 設計・施工

岐阜県 ヤマガタヤ産業株式会社 〒501-6019 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1-3 058-271-3111 設計・施工

岐阜県 大脇建築 〒509-0202 岐阜県可児市中恵土７２－１ 0574-62-2701 設計・施工

岐阜県 株式会社兜 〒501-0217 岐阜県瑞穂市生津外宮前町2－2－1 058-322-5963 設計・施工

岐阜県 株式会社花村材木店 〒501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３２８５（栄町３丁目） 058-391-2126 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 3/9
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岐阜県 村瀬建築株式会社 〒501-3107 岐阜県岐阜市加野4－27－18 058-243-2295 設計・施工

静岡県 らいふ あーと 〒421-2109 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷８１－１ 054-269-6931 施工

静岡県 金氣順也建築工房 〒811-3311 静岡県福津市宮司浜2-36-2 0940-52-7822 設計

静岡県 鈴木建築 〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町８６４－１ 053-466-3007 設計・施工

静岡県 SUGII 〒426-0046 静岡県藤枝市高洲80-14 054-635-5765 設計・施工

静岡県 株式会社西川建設 〒422-8033 静岡市静岡市駿河区登呂1-17-31-3 054-266-3963 施工

静岡県 藤本建築設計室 〒410-2324 静岡県伊豆の国市中島２２７－２ 0558-76-5854 設計

静岡県 メンテナンス滝本 〒431-0451 静岡県湖西市白須賀５１０９－２ 053-579-1220 施工

静岡県 勝亦製材駿河鉄骨株式会社 〒412-0035 静岡県御殿場市中山５１８ 0550-87-0048 施工

静岡県 玉穂木材工業株式会社 〒412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢１３５９ 0550-82-2131 設計・施工

静岡県 岡本構造研究室・SAM 〒411-0856 静岡県三島市広小路町７－２０－２０２ 055-972-0454 設計・施工

静岡県 有限会社吉川建設 〒411-0857 静岡県三島市芝本町４－２４ 055-975-5800 設計・施工

静岡県 コア建築計画研究所 〒411-0035 静岡県三島市大宮町３－１８－１６ 055-972-1808 設計・施工

静岡県 山田建築 〒411-0801 静岡県三島市谷田４６－４ 055-981-4476 設計・施工

静岡県 相磯建築事務所 〒411-0852 静岡県三島市東町２－５１－２０７ 055-981-2862 設計・施工

静岡県 袴田一級建築設計事務所 〒411-0852 静岡県三島市東町６－１５ 055-971-3369 設計・施工

静岡県 山本建設株式会社 〒411-0832 静岡県三島市南二日町８－３９ 055-975-4799 設計・施工

静岡県 加和太建設株式会社 〒411-0033 静岡県三島市文教町１－５－１５ 055-987-5541 設計・施工

静岡県 株式会社金子工務店 〒410-0822 静岡県沼津市下香貫塩満１８２８－７ 055-934-5800 設計・施工

静岡県 香貫設計工房 〒410-0822 静岡県沼津市下香貫西村１５４０－２０ 055-932-1133 設計・施工

静岡県 プロジェクト 〒410-0822 静岡県沼津市下香貫前角９０１－１０ 055-931-6655 設計・施工

静岡県 寿一級建築設計事務所 〒410-0872 静岡県沼津市小諏訪２９７－１ 055-963-0307 設計

静岡県 株式会社室伏薫デザインルーム 〒410-0022 静岡県沼津市大岡１７１９－１大岡シティープラザ１１３号 055-963-8720 設計・施工

静岡県 東工業株式会社 〒410-0022 静岡県沼津市大岡２２８６－３ 0800-777-1122 施工

静岡県 片瀬建設株式会社 〒425-0072 静岡県焼津市大住９１５ 054-627-4146 設計・施工

静岡県 株式会社富創 〒410-1102 静岡県裾野市深良６７７ 055-997-1013 施工

静岡県 渡邊工業株式会社 〒410-1102 静岡県裾野市深良７４４ 055-993-7575 設計・施工

静岡県 有限会社バーモスコバヤシ 〒420-0935 静岡県静岡市葵区池ケ谷東１４－１２ 054-247-4568 設計・施工

静岡県 株式会社アセットホームズ 〒421-1221 静岡県静岡市葵区牧ケ谷２０９１－１ 054-277-0821 設計・施工

静岡県 株式会社ソニックス 〒421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原５－５－２９ 054-257-2500 施工

静岡県 有限会社ホームアシスト　うんの 〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹２－１４－２ 054-238-2111 施工

静岡県 有限会社ナカノ総合建築 〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿１－２６－４ 054-283-4178 設計・施工

静岡県 有限会社若林建築設計事務所 〒413-0015 静岡県熱海市中央町４－１９ 0557-82-3147 設計・施工

静岡県 有限会社エイエス創友 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町５２３１－１ 053-485-2654 設計・施工

静岡県 誠和地建株式会社 〒433-8122 静岡県浜松市中区上島６－３３－１１ 053-474-8870 施工

静岡県 株式会社造研 〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町５０１ 053-463-7637 設計・施工

静岡県 有限会社島津建設 〒433-8127 静岡県浜松市中区和合北２－２－２４ 053-473-1897 施工

静岡県 唯設計工房一級建築士事務所 〒418-0023 静岡県富士宮市山本２６０ 0544-27-6561 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 4/9
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静岡県 エコフィールド株式会社 〒417-0826 静岡県富士市中里２５９１－１０ 0545-32-1185 設計・施工

静岡県 株式会社加藤材木店 〒417-0011 静岡県富士市鈴川本町４－２０ 0545-33-0619 設計・施工

愛知県 戸谷硝子住建株式会社　MADOショップ蟹江学戸店 〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田佐屋川西２６ 0567-95-3364 施工

愛知県 近藤二級建築士事務所 〒462-0868 愛知県名古屋市北区憧旛町２－６ 052-911-2846 設計・施工

愛知県 Neutral arts 〒466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江３－６－３２　コスモパレス２００２　７F 080-1578-8985 設計

愛知県 有限会社福岡建築設計事務所 〒464-0028 愛知県名古屋市千種区東明町５－２８ 052-783-2351 設計

愛知県 石田建築設計室 〒464-0832 愛知県名古屋市千種区山添町２－５７ 080-9725-5911 設計

愛知県 有限会社鳳建築 〒454-0967 愛知県名古屋市中川区戸田西３－２４１４ 052-309-2220 設計・施工

愛知県 有限会社野口良一設計事務所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田３－１８－１６ 052-321-1116 設計

愛知県 国枝建築設計事務所 〒453-0833 愛知県名古屋市中村区押木田町２－３０－１ 052-471-1642 設計

愛知県 有限会社STUDIO CUBE建築研究所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅５－１０－７花車ビル中館５１５ 052-565-4740 設計

愛知県 株式会社大六建設 〒444-0303 愛知県西尾市中畑町六斗蒔9-1 0563-59-3476 設計・施工

愛知県 株式会社いわいハウジング 〒491-0844 愛知県一宮市八町通２－４ 0586-71-3800 設計・施工

愛知県 株式会社ヤマセイ 〒444-0246 愛知県岡崎市上三ッ木町字清口８番地 0564-57-5757 設計・施工

愛知県 坂井ホーム株式会社 〒486-0849 愛知県春日井市八田町６－１８－１３ 0568-81-4864 施工

愛知県 株式会社冨士工務店 〒481-0004 愛知県北名古屋市鹿田神明附８７－１ 0568-22-3880 設計・施工

愛知県 松浦設計事務所 〒485-0082 愛知県小牧市村中743-1 0568-71-0219 設計

愛知県 萩本一級建築士事務所 〒440-0815 愛知県豊橋市中世古町100 0532-53-2523 設計・施工

愛知県 ケイプラスデザインオフィス 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町１７－３２　GLAM HOUSE１０２８ 052-212-5117 設計

愛知県 有限会社良工組 〒451-0013 愛知県名古屋市西区江向町６-２４ 052-521-2231 設計・施工

愛知県 のだ設計室 〒455-0022 愛知県名古屋市港区龍宮町1-59 052-693-2620 施工

愛知県 有限会社リハウジング 名古屋 〒458-0021 愛知県名古屋市緑区滝ノ水１-１２６ 052-892-3721 施工

愛知県 犬塚建築設計株式会社 〒444-0241 愛知県岡崎市赤渋町上郷中１９ 0564-52-2668 設計・施工

愛知県 株式会社スペンドハウスホールディングス 〒470-2327 愛知県知多郡武豊町天神前１－１１ 0569-84-2011 施工

愛知県 坂猛建設有限会社 〒476-0003 愛知県東海市荒尾町畑田２９－１ 052-603-0396 設計・施工

愛知県 株式会社Ｋ－建物 〒476-0013 愛知県東海市中央町５－６－１ 0562-31-2030 施工

愛知県 名倉建設株式会社 〒447-0035 愛知県碧南市中山町３－２１－１ 0566-42-6622 設計・施工

愛知県 野川建築設計事務所 〒465-0002 愛知県名古屋市名東区引山３－２５８ 052-778-6431 設計・施工

三重県 中部住研株式会社 〒510-0834 三重県四日市市ときわ4丁目4-7 059-340-6663 施工

三重県 株式会社大藤工務店 〒510-0942 三重県四日市市東日野町２８９－３ 059-321-1800 施工

三重県 西脇建築設計室 〒510-8034 三重県四日市市大矢知町１２１４ 059-365-4836 設計

京都府 平安建材株式会社 〒615-0802 京都市右京区西京極北庄境町27-1 075-312-3221 設計・施工

京都府 有限会社ウッディ・ライフ建築事務所 〒602-8488 京都府京都市上京区真倉町７５７－１０６ 075-411-1531 設計・施工

京都府 株式会社髙森工務店 〒616-0017 京都府京都市西京区嵐山茶尻町２－１ 075-882-0786 設計・施工

京都府 株式会社ハウスドゥ 〒604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町６７０番地 075-229-3200 設計・施工

大阪府 ＣＯＮＹＪＡＰＡＮ 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町４－７－５ 06-6203-2052 設計

大阪府 巧リフォーム 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見６－１０－６－２０１ 06-4257-0786 設計・施工

大阪府 株式会社オオトモ建築研究所　 〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野３－１２－９ 0725-56-8764 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 5/9
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大阪府 建築工房なかしま一級建築士事務所　 〒567-0827 大阪府茨木市稲葉町１８－３ 072-664-1118 設計

大阪府 Ｍ4建築設計室　 〒567-0881 大阪府茨木市上中条２－１２－４５ 072-623-7768 設計・施工

大阪府 株式会社Ms　 〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋１－１－４０ 06-6460-4085 設計・施工

大阪府 株式会社バーニア　 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通２－３－９－８０４号 06-6946-0939 設計・施工

大阪府 川北建築工房 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町３－５－２７　木村ビル４F 06-6767-0213 設計・施工

大阪府 木ノ音工務店 〒543-0044 大阪府大阪市天王寺区国分町１３－２ 06-6771-8345 設計・施工

大阪府 井上建男建築設計事務所 〒553-0001 大阪府大阪市福島区海老江７－１６－１１ 06-6452-0409 設計・施工

大阪府 坪田眞幸建築研究所　 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座１－１０－５　岩田ビル３０１号 06-6578-2251 設計・施工

大阪府 山本尚・設計工房　 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町１２－１３－１４０５ 06-6777-5671 設計・施工

大阪府 株式会社小緑組 〒537-0023 大阪府大阪市東成区玉津２－２０－２２ 06-6971-3613 設計・施工

大阪府 一級建築士事務所ＴＭＮ　 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町２－２－７－４０２ 06-6940-0202 設計・施工

大阪府 AKI　DESIGN　GROUP　二級建築士事務所 〒530-0054 大阪府大阪市北区南森町２－２－７－４０２ 090-4908-2368 設計

大阪府 スペースアート１級建築士事務所 〒590-0941 大阪府堺市堺区材木町西１－２－２２ 072-206-0012 設計・施工

大阪府 有限会社エム・アイ建築事務所　 〒560-0012 大阪府豊中市上野坂１－１４－１ 06-6335-4248 設計・施工

大阪府 株式会社えむ工房　 〒572-0001 大阪府寝屋川市成田東町３０－２１ 072-835-5035 設計・施工

大阪府 梶山建築研究所 〒572-0862 大阪府寝屋川市打上宮前町6番43号 072-824-2400 設計・施工

大阪府 株式会社翔一級建築事務所　 〒579-8003 大阪府東大阪市日下町２－１２－２４ 072-985-8295 設計・施工

大阪府 株式会社磯田一級建築士事務所　 〒577-0831 大阪府東大阪市俊徳町１－６－２３ 06-6720-5556 設計・施工

大阪府 オフィス・イマニシ建築 〒578-0932 大阪府東大阪市玉串町東１－２－２１ 072-966-6798 設計

大阪府 株式会社中土居工務店　 〒577-0816 大阪府東大阪市友井５－５－３９ 06-6725-0520 設計・施工

大阪府 谷村工務店（１級建築士事務所） 〒573-1162 大阪府枚方市田口２－４－１５ 072-840-4186 設計・施工

大阪府 一級建築士事務所　ウィークエンドハウス株式会社　 〒573-0013 大阪府枚方市星丘３－１－１７ 072-898-7358 設計・施工

大阪府 村岡建築計画 〒564-0061 大阪府吹田市円山町2-20 06-6378-9707 設計・施工

大阪府 株式会社碧建築事務所 〒545-0042 大阪府阿倍野区丸山通１－３－４４ 06-6655-0504 設計・施工

大阪府 株式会社作本工務店　 〒590-0011 大阪府堺市堺区香ケ丘町５－４－５ 072-232-4606 設計・施工

大阪府 ナカジマ建設株式会社　 〒593-8305 大阪府堺市西区堀上緑町２－１３－４０ 072-279-3364 設計・施工

大阪府 株式会社住まい工房 集 〒590-0157 大阪府堺市南区高尾１－３５８－１ 072-274-7757 設計・施工

大阪府 ZERO＆NiS一級建築士事務所 〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町４－３０１ 072-257-8887 設計・施工

大阪府 独立現代都市研究所 〒598-0014 大阪府泉佐野市葵町４－２－３６ 072-469-5676 設計・施工

大阪府 株式会社竹田義建築　 〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西２－１０－２６ 06-6783-0826 施工

大阪府 尾鍋建築設計事務所　 〒583-0033 大阪府藤井寺市小山９－１１－１７ 072-959-7177 設計・施工

大阪府 株式会社登工務店　 〒561-0825 大阪府豊中市二葉町２－５－９ 06-6332-9139 設計・施工

大阪府 浜田建築設計工務所 〒561-0852 大阪府豊中市服部本町５－３－８ 06-6863-1102 設計・施工

大阪府 株式会社鍬本工務店 〒599-8231 大阪府堺市中区学園町２－１７ 072-234-2253 設計・施工

大阪府 株式会社イズ 〒599-8236 大阪府堺市中区深井沢町３１３５番地 072-279-4400 設計・施工

大阪府 カザールホーム(株式会社日本インテリアサービス) 〒599-8253 大阪府堺市中区深阪４丁８－５６ 072-237-8181 設計・施工

大阪府 有限会社とざきシステムデザインズ 〒590-0122 大阪府堺市南区釜室３０５－３ 072-296-5533 設計・施工

大阪府 有限会社建築工房熊野 〒572-0022 大阪府寝屋川市緑町２３－１ 072-833-9898 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 6/9
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大阪府 株式会社藤田盛工務店 〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜８－３－２０ 06-6962-0772 設計・施工

大阪府 株式会社MIMA 〒581-0014 大阪府八尾市中田３－１３ 072-922-3714 設計・施工

大阪府 桝谷建具製作所 〒581-0042 大阪府八尾市南木ノ本１－５６ 0729-93-0046 施工

大阪府 徳原建設 〒584-0052 大阪府富田林市佐備１１４２－１ 0721-34-7010 設計・施工

大阪府 ＭＤハウス株式会社 〒562-0005 大阪府箕面市新稲１－７－４ 072-741-5756 設計・施工

兵庫県 一級建築士事務所 楽建房　 〒659-0084 兵庫県芦屋市第３小西商工ビル４０３ 0797-26-8626 設計

兵庫県 株式会社三建 〒651-2143 兵庫県神戸市西区丸塚１－２２－１９ 078-921-6880 設計・施工

兵庫県 有限会社森川一級建築士事務所 〒664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５－１０－６－１０６ 0727-85-2990 設計・施工

兵庫県 有限会社分銅工務店 〒662-0975 兵庫県西宮市市庭町２－２３ 0798-33-3598 設計・施工

兵庫県 門田建設株式会社 〒666-0026 兵庫県川西市南花屋敷３－１６－１３ 072-758-0780 設計・施工

兵庫県 株式会社長浜工務店 〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙２０１番地 0799-52-0405 設計・施工

兵庫県 住宅改修ひとがしゅ一級建築士事務所 〒661-0002 兵庫県尼崎市塚口町３－３２－４レーベンス壱番館１０３ 06-6422-1414 設計・施工

兵庫県 サンライズ株式会社 〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町２５２ 079-287-0498 設計・施工

奈良県 キョーエイ・プライム株式会社 〒631-0015 奈良県奈良市学園朝日元町2-564 0742-47-7812 設計・施工

奈良県 株式会社創造工舎 〒634-0812 奈良県橿原市今井町４－１１－１７ 0744-29-2090 設計・施工

奈良県 株式会社バルジ・オカダ 〒630-2163 奈良県奈良市中之庄町４５３ 0742-81-0036 設計・施工

和歌山県 永田建築工房 〒645-0207 和歌山県日高郡みなべ町高野155 0739-75-2700 設計・施工

和歌山県 小田建築設計研究所 〒645-0006 和歌山県日高郡みなべ町北海286 0739-72-5878 設計・施工

和歌山県 株式会社かじもと一級建築士事務所 〒640-8235 和歌山県和歌山市東長町6丁目15番地 073-423-2428 設計・施工

和歌山県 S・A設計室 〒640-8214 和歌山県和歌山市寄合町15藤井松ビル3Ｆ 073-425-6307 施工

岡山県 ユニデザイン建築事務所 〒701-2154 岡山県岡山市北区原１２５５－１ 086-228-0650 設計・施工

岡山県 有限会社大誠工務店 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田４３５－９ 086-296-0071 施工

岡山県 一級建築士事務所　ヒマラヤ空間工房 〒710-0035 岡山県倉敷市黒石３６６－１ 086-426-4330 設計・施工

山口県 株式会社西出商店 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島１－４－２９ 086-526-1616 設計・施工

山口県 株式会社クラスハウス 〒753-0214 山口県山口市大内御堀945-3 083-902-1963 施工

徳島県 湯浅佳実二級建築士事務所 〒771-5171 徳島県阿南市熊谷町大谷24 0884-25-0493 設計・施工

香川県 きりん建築設計工房 〒769-2322 香川県さぬき市寒川町石田西３４３－９ 0879-43-0432 設計・施工

愛媛県 愛光産業 〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４９６－１ 0894-62-5537 施工

愛媛県 情熱工務店 〒799-1341 愛媛県西条市壬生川701-4 0898-64-5058 施工

愛媛県 株式会社びるり 〒790-0065 愛媛県松山市宮西1丁目4-43　大智ビル3階 089-927-7676 設計・施工

福岡県 協同建設株式会社 〒820-0013 福岡県飯塚市上三緒397-7 0948-23-7151 設計・施工

福岡県 株式会社フォレストカンパニー 〒819-1121 福岡県糸島市萩浦517-2 092-323-1718 設計

福岡県 のの＋設計　一級建築士事務所 〒811-4215 福岡県遠賀郡岡垣町旭台1-9-12 093-482-8187 設計・施工

福岡県 河野建設株式会社 〒802-0061 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3-3-18 093-932-0343 設計・施工

福岡県 九州建築ラボ 〒830-0052 福岡県久留米市上津町1936-6 080-7986-8249 設計・施工

福岡県 梅原建設株式会社 〒830-0044 福岡県久留米市本町15-25 0942-33-3156 設計・施工

福岡県 株式会社キャス企画設計 〒839-0862 福岡県福岡市久留米市野中町1-1 0942-44-1616 設計

福岡県 i.s.a 一級建築士事務所 〒814-0032 福岡県福岡市早良区小田部４－１０－１ 092-985-3020 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 7/9
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福岡県 有限会社ソフィアプランニング一級建築士事務所 〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉2-4-68-501 092-751-8730 設計

福岡県 かわつひろし建築工房 〒810-0033 福岡県福岡市中央区小笹3-13-25 092-524-9178 設計

福岡県 有限会社綜合建築設計研究所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神5-5-8福桜ビル 092-721-4869 設計

福岡県 千建築設計 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目8-12-202 092-716-3141 設計

福岡県 株式会社松澤建築設計事務所 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港2丁目2-11 092-713-5986 設計

福岡県 奥井睦一級建築士事務所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜1-6-19 092-688-2729 設計

福岡県 全力技建合同会社 〒813-0001 福岡県福岡市東区唐原5-1-11レジデンス香椎１０１号室 092-210-1620 設計・施工

福岡県 株式会社藤建設 〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻5-8-5 092-581-0382 設計・施工

福岡県 岸本建築設計事務所 〒811-4175 福岡県宗像市田久4-1-13 0940-62-5070 設計

福岡県 有限会社宮田工務店 〒811-1302 福岡市南区井尻1丁目9-1 092-581-4355 設計・施工

福岡県 新日本住宅株式会社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1249-6 0942-35-4526 設計・施工

福岡県 末吉建設株式会社 〒836-0806 福岡県大牟田市東新町１－５－１ 0944-55-4171 設計・施工

福岡県 森山建市一級建築士事務所 〒838-1505 福岡県朝倉市杷木穂坂１５７ 0946-62-2258 設計・施工

福岡県 ミハラアーキテクトラボ一級建築士事務所 〒810-0033 福岡県福岡市小笹3-9-27-604 092-531-4851 設計

福岡県 株式会社EQSPLAN一級建築士事務所 〒814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺３丁目１４－２０－１０１３ 092-862-8880 設計・施工

福岡県 田中設計一級建築士事務所 〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈1丁目34-3-102 092-407-7615 設計

福岡県 株式会社Ｇデザインアソシエイツ 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院１－１４－５MG薬院ビル4F 092-752-6003 設計

福岡県 有限会社インターハウス捷 〒800-0008 福岡県北九州市門司区葛葉２丁目８－３８ 093-321-8025 設計・施工

佐賀県 有限会社万洋商事 〒841-0027 佐賀県鳥栖市松原町1764-1 0942-82-3128 施工

佐賀県 迎建設 〒841-0005 佐賀県鳥栖市弥生が丘７丁目7番地 0942-83-0263 施工

熊本県 エコワークス株式会社 〒862-0968 熊本県熊本市南区馬渡2丁目3-25 096-370-9100 設計・施工

熊本県 有限会社大道建設 〒861-0382 熊本県山鹿市方保田１１１０－１ 0968-42-8325 設計・施工

大分県 公設計 〒879-0465 大分県宇佐市下拝田396 0978-32-0148 設計

大分県 高建築事務所 〒870-0848 大分県大分市賀来北2-23-5 097-549-5555 設計

大分県 豊國建設株式会社 〒870-0045 大分県大分市城崎町1-3-28 097-536-1285 設計・施工

大分県 園憲一級建築士事務所 〒870-0818 大分県大分市新春日町1丁目3-27 097-546-1466 設計・施工

大分県 三浦住宅設計 〒870-0115 大分県大分市大字関園777-5 097-527-2968 設計・施工

大分県 有限会社ケイシン設計 〒870-0029 大分県大分市高砂町4-20　 097-538-8111 設計・施工

大分県 安藤一級建築士事務所 〒870-0114 大分県大分市小中島1丁目2番1号 097-527-3566 設計・施工

大分県 有限会社橋迫建築設計事務所 〒870-0047 大分県大分市中島西2丁目3-27 097-536-7744 設計

大分県 アトリエテイク一級建築士事務所 〒870-0820 大分県大分市西大道2丁目5-18 097-503-7065 設計

大分県 二宮設計 〒870-0921 大分県大分市萩原3-1-15 090-8402-4011 設計

大分県 姫野建築構造設計事務所 〒870-1172 大分県大分市緑が丘5丁目15-3 090-7164-6721 設計・施工

大分県 芙蓉不動産設計 〒870-0263 大分県大分市横田1丁目17-9 097-592-0273 設計

大分県 株式会社大谷建築設計工務 〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築2470-1 0978-62-4166 設計・施工

大分県 谷川建設工業株式会社 〒876-0852 大分県佐伯市常磐南町8番33号 0972-22-2601 設計・施工

大分県 株式会社キョウワ 〒879-0627 大分県豊後高田市新地1952番地3 0978-24-3062 設計・施工

大分県 株式会社松山設計 〒871-0003 大分県中津市大字是則744-4 0979-32-0155 設計・施工

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 8/9



耐震補強フレーム「フレームプラス」

フレームプラス認定者所属企業一覧

エリア 所属先企業 電話番号 種別

ＹＫＫ ＡＰ株式会社事業戦略部

2019/12/27更新

住所

大分県 ＨＩＲＯ建築設計工房 〒871-0011 大分県中津市大字下池永325 0979-22-6006 設計・施工

大分県 是本一級建築士事務所 〒879-0112 大分県中津市福島2522-86 0979-32-6656 設計・施工

大分県 濱田建築設計事務所 〒874-0919 大分県別府市石垣東1丁目9-32 0977-22-8340 設計

大分県 株式会社三信工業 〒870-0911 大分県大分市新貝１２番１号 097-503-1771 施工

大分県 設計工房一嘉 〒870-1136 大分県大分市光吉台14組238 設計・施工

大分県 志賀建築設計事務所 〒876-0852 大分県佐伯市常磐南町9番2号 0972-23-4359 設計

大分県 岡部一級建築設計 〒879-3103 大分県佐伯市直川大字下見4363-1 0972-58-2279 設計

大分県 株式会社ユウキ 〒874-0907 大分県別府市幸町8-32 0977-22-1921 設計・施工

大分県 小川設計一級建築士事務所 〒876-2121 大分県佐伯市大字木立6511-1 0972-29-2095 設計・施工

宮崎県 株式会社建窓センターキヨナガ 〒882-0035 宮崎県延岡市日の出町１－１８－１ 0982-33-1151 施工

鹿児島県 有限会社中村設計・補償コンサルタント 〒899-0217 鹿児島県出水市平和町195 0996-62-4987 設計

※耐震リフォームの契約等は、認定者企業様とお客様との間で行います。

※認定者企業様とお客様の間で何らかのトラブルが発生したとしても、YKK APは一切の責任を負わず、仲裁、仲介、立会等を行いません。 9/9


