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20171031 市原剛志 工事施工者 株式会社キリガヤ 神奈川県 http://www.kirigaya.jp

20171031 橋本嘉寛 工事施工者 大野建設株式会社 埼玉県 http://www.oono.gr.jp

20171031 佐藤喜夫 工事施工者 有限会社佐藤工務店 埼玉県 http://www.satokomuten.com/

20171031 小林弘典 工事施工者 有限会社水戸工務店 千葉県 http://www.mitok.jp/

20171031 小林辰成 工事施工者 有限会社水戸工務店 千葉県 http://www.mitok.jp/

20171031 佐藤和敬 工事施工者 東商住建株式会社 東京都 http://tousho.com/

20171031 近藤修治 工事施工者 株式会社オーガニックスタジオ佐渡 新潟県 http://organic-studio.biz

20171031 岡根修平 工事施工者 トシ企画インテリア株式会社 福岡県 http://www.familyhouse-1978.jp/

20171031 金子順一 工事施工者 株式会社青木工務店 神奈川県 http://www.yamato-aoki.co.jp

20171031 池田昌広 工事施工者 有限会社池田工務店 長野県 http://www.wellness-net.co.jp/

20171031 二ノ宮泰爾 品質管理者 二宮木材株式会社 栃木県 http://nwood.sakura.ne.jp

20171031 榎本哲也 品質管理者 モック株式会社 埼玉県 http://www.moc-net.jp/

20171031 木村司 品質管理者 木村木材工業株式会社 埼玉県 http://www.kimuramokuzai.com

20180302 遠藤拓康 工事施工者 村越住建株式会社 福島県 http://murakoshi-juken.co.jp/

20180302 斎藤由志 工事施工者 株式会社木づくりの住い結 山形県 http://www.yuihome.jp

20180308 佐近友佳子 工事施工者 株式会社平尾工務店 兵庫県 http://www.hirao-co.com/

20180308 藤井正敏 工事施工者 studio8建築事務所 兵庫県 http://studio8homes.com/

20180309 原田忠明 品質管理者 株式会社山西 愛知県 http://www.yamanishi.co.jp

20180315 矢野陽子 工事施工者 株式会社クラス 愛媛県 https://kurasu-ehime.com/

20180315 橋本里佳 工事施工者 橋本建設株式会社 広島県 http://www.hashimoto-k.co.jp

20180315 中道晴之 工事施工者 有限会社栄和建設 山口県 http://www.eiwa-ken.com

20180315 羽村悦成 工事施工者 株式会社市岡工務店 山口県 http://www.ichioka-cc.com

20180315 片山育郎 工事施工者 株式会社タケイ 岡山県 http://www.k-takei.co.jp/

20180316 宮原香菜絵 工事施工者 株式会社トレカーサ工事 神奈川県 http://www.trecasa.co.jp

20180316 四元暁子 工事施工者 株式会社技建 鹿児島県 http://www.ks-giken.co.jp/

20180316 中野利勝 工事施工者 宮田建設株式会社 福岡県 http://www.miyata-kk.com

20180316 貞松賢隆 工事施工者 株式会社富永工務店 長崎県 http://www.tominagakoumuten.com/

20180316 近藤健治 工事施工者 株式会社中村建築 佐賀県 http://nakamura-kenchiku.jp/

20180316 伊藤大延 工事施工者 株式会社大延建設 佐賀県 http://www.daien.net/

20180322 三角豪 工事施工者 株式会社misumi建築工房 神奈川県 http://misumi-kenchikukoubou.jp

20180322 及川英基 工事施工者 株式会社misumi建築工房 神奈川県 http://misumi-kenchikukoubou.jp

20180322 大野新次 工事施工者 株式会社榊住建 埼玉県 http://www.sakaki-j.co.jp

20180322 森下裕行 工事施工者 株式会社田中工務店 東京都 http://www.tanaka-kinoie.co.jp

20180322 水野光義 工事施工者 有限会社水野建設 北海道 http://www.m-mizuno.com/

20180702 荻野照明 工事施工者 相羽建設株式会社 東京都 http://www.aibaeco.co.jp/home.html

20190311 安田佳正 工事施工者 株式会社大丸建設 東京都 http://kk-daimaru.co.jp/

20190311 宮寺透雄 工事施工者 有限会社アシストホーム 神奈川県 http://www.assisthome-wb.jp

20190311 古谷大作 工事施工者 株式会社古谷ホーム 茨城県 http://furuyahome.co.jp/

20190311 池上洋美 工事施工者 株式会社フォレストコーポレーション 長野県 http://www.forestcorp.jp/index.html

20190311 岩﨑達也 工事施工者 近代ホーム株式会社 神奈川県 http://www.100kj.co.jp

20190311 赤川斉 工事施工者 泉建築株式会社 新潟県 未登録

20190311 加藤一政 品質管理者 秋山木材産業株式会社 千葉県 http://www.akiyamalumbers.co.jp/

20190315 梅原英二 工事施工者 梅原建設株式会社 福岡県 http://www.torikaiken.co.jp

20190315 湯浅英次 工事施工者 株式会社安岡工務店 福岡県 http://www.yoiie-yasuoka.co.jp/

20190315 松尾徹 工事施工者 株式会社まつお工務店 福岡県 https://matsuokoumuten2019.wixsite.com/website

20190315 西本浩司 工事施工者 中川建設株式会社 山口県 http://www.nakagawa-wagokoro.com/index.html

20190319 西岡正次 工事施工者 株式会社コウエイハウジング 徳島県 http://www.koeihousing.co.jp

20190319 山﨑厚司 工事施工者 ｙａｍａｚａｋｉ設計 京都府 未登録

20190319 折元愛 工事施工者 両備住宅株式会社 岡山県 https://www.ryobi-jyutaku.co.jp/
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20190319 佐々木正史 工事施工者 有限会社佐々木工務店 京都府 http://www.sasaki-komuten.co.jp/

20190319 大岡将友 品質管理者 株式会社阿波林材 徳島県 未登録

20190319 大垣貴洋 品質管理者 株式会社ナカムラ 兵庫県 http://www.nakamura-forest.co.jp/

20190505 高橋真悟 工事施工者 株式会社高橋工務店 京都府 http://takahasikoumuten.com/

20190701 堀井誠史 品質管理者  ホリモク株式会社 京都府 http://www.horimoku.co.jp/

20200205 三原聖史 品質管理者 株式会社スガノ 広島県 http://www.sgn-g.co.jp/

20210922 小坂公江 工事施工者 株式会社小坂建設工業 千葉県 http://kosaka-kk.co.jp/

20210318 村山創 工事施工者 株式会社幸健ホーム 沖縄県 http://www.koukenhome.jp

20210318 竹内仁 工事施工者 株式会社クリエイト住宅 山形県 http://www.kurieito-jutaku.jp

20210318 向山淳 工事施工者 有限会社向山工務店 長野県 http://www.mkoumuten.jp

20210318 関根大介 工事施工者 初雁木材有限会社 埼玉県 http://www.hatukari.co.jp/

20210318 古畑佳輝 工事施工者 有限会社フルハタ建設 長野県 http://www.furuhata-k.co.jp/

20210318 浦崎瞳 工事施工者 株式会社北村建築工房 神奈川県 http://www.ki-kobo.jp/

20210318 秋山篤史 工事施工者 株式会社アキヤマインダストリー 福岡県 http://industry.red/

20210318 富永直美 工事施工者 株式会社富永工務店 長崎県 http://www.tominagakoumuten.com/

20210318 石井敬一 工事施工者 株式会社ダイワ工務店 大阪府 http://www.e-daiwa.net/

20210318 尾塚宗典 工事施工者 株式会社尾塚建設 福岡県 https://www.ozuka.jp/

20210318 尾崎誠一 工事施工者 株式会社参創ハウテック 東京都 http://www.juutaku.co.jp/

20210318 迫平隆志 品質管理者 株式会社山長商店 和歌山県 http://www.yamacho-net.co.jp

20210318 白石仁 工事施工者 株式会社西渕工務店 愛媛県 http://www.e-nishibuchi.co.jp

20210318 土岐豊 工事施工者 建築屋株式会社 香川県 http://kenchikuya.biz/

20210318 渡辺雄太 品質管理者 モック株式会社 埼玉県 http://www.moc-net.jp/

20210318 渡辺健嗣 工事施工者 渡辺建設株式会社 愛媛県 http://www.watakenhome.co.jp/

20210318 築地和人 工事施工者 株式会社こもだ建総 埼玉県 http://komodakensou.co.jp

20210318 丹羽隆応 工事施工者 Rigolo株式会社 愛知県 http://rigolo.co.jp/

20210318 大日方俊彦 工事施工者 株式会社丸二林産 長野県 https://www.maruninoie.com/

20210318 足立剛 工事施工者 青山都市建設株式会社 千葉県 http://aoyamax.com

20210318 松本吉晴 工事施工者 松島工業株式会社 富山県 http://www.matsushima.jp/

20210318 山内正幸 工事施工者 株式会社ミライズ 福岡県 http://mi-rise.biz/

20210318 山口伴樹 工事施工者 株式会社Ｂａｎ建築工房 福岡県 http://www.ban-kenchikukobo.com/

20210318 阪口倫美 工事施工者 日置建設株式会社 兵庫県 http://www.k-hioki.com

20210318 斎藤千秋 工事施工者 株式会社木づくりの住い結 山形県 http://www.yuihome.jp

20210318 近藤大介 工事施工者 株式会社ザイソウハウス 愛知県 http://www.zaiso-house.co.jp

20210318 加藤明博 工事施工者 株式会社アキ 富山県 http://www.k-aki.com/

20210318 遠藤千春 工事施工者 株式会社Vent計画設計室 山梨県 https://www.vent-arch.com/

20210318 安岡孝 工事施工者 株式会社安岡工務店 福岡県 http://www.yoiie-yasuoka.co.jp/

20210922 宮本繁雄 工事施工者 有限会社建築工房悠山想 福岡県 https://yuuzansou.jp/

20210922 小島圭志 工事施工者 株式会社大成建託 茨城県 http://www.fp-taisei.co.jp

20220222 石田　芳夫 品質管理者 大和屋株式会社 埼玉県 https://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/

20220130 杉浦　友則 工事施工者 株式会社杉浦工務店 東京都 http://sugiura-house.com/index.html

20211207 吉田　薫 工事施工者 株式会社創建舎 東京都 http://www.soukensya.jp

※利用資格登録者のうち、掲載許可を頂いた方のみ掲載しています。

※45分準耐火構造外壁のセルロースファイバー充てん仕様およびフェノールフォーム外張り（+人造鉱物繊維断熱材充てん）仕様は20210318以降の受講者のみ利用できます。


