
番号 市町村 名　　称 所　在　地 電話番号

1 前橋市 株式会社 林藤ハウジング 前橋市敷島町248－9 027-234-4060

2 前橋市 信栄ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ 株式会社 前橋市高花台2－18－15 027-269-6100

3 前橋市 有限会社 大寛建設 前橋市表町1－24－12 027-221-7284

4 前橋市 株式会社 篠田工務店 前橋市六供町711 027-225-0510

5 前橋市 有限会社 恵那建設 前橋市下新田町356－3 027-251-7588

6 前橋市 菊川工業 株式会社 前橋市表町2－22－20 027-224-8686

7 前橋市 鵜川興業 株式会社 前橋市六供町705 027-224-3105

8 前橋市 田村建設 株式会社 前橋市古市町1－16－6 027-251-5770

9 前橋市 有限会社 岩重工務店 前橋市紅雲町1－22－4 027-224-8406

10 前橋市 有限会社 安松託建 前橋市嶺町1946-1 027-269-9922

11 前橋市 天工ハウジング　株式会社 前橋市鶴光路町370-1 027-265-5050

12 渋川市 株式会社 寺島製材所 渋川市北橘町下箱田626－19 027-233-0700

13 渋川市 藤川建設 株式会社 渋川市八木原920－1 0279-24-2388

14 北群馬郡 有限会社 羽鳥製材所 北群馬郡榛東村山子田1439－1 0279-54-5142

15 伊勢崎市 株式会社 長建産業 伊勢崎市ひろせ町4104－9 0270-25-4600

16 伊勢崎市 有限会社 松本建設 伊勢崎市西小保方町526-1 0270-62-7898

17 伊勢崎市 ヨシダ産業 株式会社 伊勢崎市日乃出町593－3 0270-24-2555

18 伊勢崎市 有限会社 杉内建設 伊勢崎市豊城町2251-1 0270-25-7717

19 伊勢崎市 ＹＫ建物　株式会社 伊勢崎市下触町841-2 0270-40-0740

20 高崎市 建築舎四季 株式会社 高崎市岩押町1－7 027-330-5550

21 高崎市 四季の住まい 株式会社 高崎市中豊岡町824－1 027-328-6544

22 高崎市 株式会社 アライ 高崎市飯塚町382－7 027-361-4349

23 高崎市 サクラ建設 株式会社 高崎市東貝沢町3－3－11 027-363-9361

24 高崎市 株式会社 小林建設高崎営業所 高崎市下中居町233－11 027-350-5471

25 高崎市 株式会社 山里建設 高崎市下中居町381 027-330-5252

26 高崎市 無垢スタイル建築設計株式会社 高崎支社高崎市福島町802-4 027-360-6068

27 高崎市 株式会社 浦野建設 高崎市下斎田町393-3 027-329-6043
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28 安中市 株式会社 タケイホーム 安中市松井田町新堀1238 027-393-0326

29 安中市 寺田建設 株式会社 安中市安中2－9－5 027-381-1682

30 安中市 有限会社 佐藤産業建設 安中市松井田町五料195 027-380-3055

31 安中市 野積建設 株式会社 安中市中宿１－9－23 027-382-2979

32 安中市 株式会社 萩原工業 安中市松井田町土塩499 027-393-1480

33 藤岡市 株式会社 イノウエ建設工業 藤岡市鬼石573－3 0274-52-2352

34 藤岡市 田畑建設 株式会社　 藤岡市小林326 0274-22-2236

35 藤岡市 多野産業　株式会社 藤岡市藤岡1858-1 0274-22-0036

36 富岡市 株式会社 野上産業 富岡市中高瀬557-1 0274-64-4311

37 富岡市 有限会社 湯浅工業 富岡市下丹生1523－4 0274-67-3158

38 富岡市 広井建設 株式会社 富岡市一ノ宮457－1 0274-64-4300

39 富岡市 有限会社 ホリワ建設 富岡市白岩620 0274-62-2774

40 甘楽郡 株式会社 岡田木材 富岡市上小林364-2 0274-67-2587

41 甘楽郡 株式会社 中野建業 甘楽郡甘楽町小幡803－2 0274-74-2104

42 甘楽郡 吉田住建築 甘楽郡甘楽町庭谷635-1 0274-74-5193

43 甘楽郡 有限会社 ケイハウス 甘楽郡下仁田町馬山4335-5 0274-82-5369

44 沼田市 有限会社 建　徳 沼田市下川田町484－2 0278-23-7987

45 沼田市 株式会社 斉藤林業 沼田市発知新田町759－1 0278-50-4118

46 沼田市 有限会社 戸丸工務店 沼田市上発知町2356 0278-23-9812

47 沼田市 金子建設 株式会社 沼田市利根町老神617 0278-56-3029

48 沼田市 株式会社 コバコー 沼田市利根町高戸谷781 0278-56-2130

49 沼田市 有限会社 鞍城建設 沼田市材木町1326－12 0278-22-2711

50 利根郡 芝崎建設 株式会社 利根郡片品村鎌田4282 0278-58-2214

51 利根郡 株式会社 関　工務所 利根郡川場村谷地1950 0278-52-2239

52 利根郡 有限会社 片桐工務店 利根郡川場村中野47 0278-52-2474

53 利根郡 笛木建設　株式会社 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1001 0278-66-0636
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54 吾妻郡 南波建設 株式会社 吾妻郡東吾妻町原町452 0279-68-2511

55 吾妻郡 池原工業 株式会社 吾妻郡東吾妻町原町160 0279-68-7111

56 吾妻郡 株式会社 ｴﾎﾟｯｸﾒｰｷﾝｸﾞ 吾妻郡中之条町上沢渡31－3 0279-66-2821

57 吾妻郡 丸栄建設　株式会社 吾妻郡嬬恋村大字芦生田223-1 0279-80-5670

58 桐生市 草処建設 株式会社 桐生市新里町新川171 0277-74-1682

59 桐生市 有限会社 石山不動産 桐生市新里町山上544－6 0277-74-4800

60 桐生市 上村建設 株式会社 桐生市広沢町4－1931－1 0277-53-2681

61 桐生市 有限会社 マキノ建設設計 桐生市菱町2－1465－9 0277-47-0680

62 みどり市 松島匠建株式会社 みどり市大間々町下神梅245-5 0277-46-8041

63 館林市 館林林業 株式会社 館林市大街道2－2－6 0276-72-0284
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