
◼◼重量木骨の家　モダンリビング別冊「ML WELCOME」取り扱い書店一覧

No. プレミアムパートナー様 県 郵便番号 住所 書店名 書店名（カナ） 県名 地区名 郵便番号 住所 電話番号 坪数

35 株式会社橋本店 宮城県 980-0822 仙台市青葉区立町２７－２１ あゆみＢｏｏｋｓ　仙台青葉通店 ｱﾕﾐﾌﾞﾂｸｽ ｾﾝﾀﾞｲｱｵﾊﾞﾄｵ 宮城県 仙台市青葉区 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２－４－１仙台興和ビル１Ｆ 022-227-3101 160

65 株式会社クラフト 茨城県 300-0038 土浦市大町13-16 未来屋書店　ペルチ土浦店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ﾍﾟﾙﾁﾂﾁｳﾗﾃﾝ 茨城県 土浦市 300-0035 茨城県土浦市有明町１－３０ペルチ土浦４Ｆ 029-835-4633 125

11 株式会社関工務所 群馬県 378-0101 利根郡川場村大字谷地１９５０ やまだや ﾔﾏﾀﾞﾔ 群馬県 沼田市 378-0048 群馬県沼田市中町１１４６ 0278-23-1150 60

58 Ｒ.クラフト株式会社 埼玉県 343-0022 越谷市東大沢3-24-9 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 ﾎﾝﾉｲｴ ﾐﾔﾜｷｼﾖﾃﾝ ｺｼｶﾞﾔ 埼玉県 越谷市 343-0022 埼玉県越谷市東大沢５－５－８ 048-962-3500 150

19 オーガニック・スタジオ株式会社 埼玉県 337-0053 さいたま市見沼区大和田町１－３３２－９ 文教堂書店　東大宮駅ビル店 ﾌﾞﾝｷﾖｳﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ﾋｶﾞｼｵｵ 埼玉県 さいたま市見沼区 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７６－１ 048-660-2444 140

4 株式会社高砂建設 埼玉県 335-0004 蕨市中央１－１０－２ くまざわ書店　蕨錦町店 ｸﾏｻﾞﾜｼﾖﾃﾝ ﾜﾗﾋﾞﾆｼｷﾁﾖｳ 埼玉県 蕨市 335-0005 埼玉県蕨市錦町１－１２－１イトーヨーカドー蕨錦町店２Ｆ 048-447-8051 113

ＴＡＤＡＹＡ５　稲毛海岸駅前店 ﾀﾀﾞﾔﾌｱｲﾌﾞ ｲﾅｹﾞｶｲｶﾞﾝｴ 千葉県 千葉市美浜区 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－１ 043-298-8590 75

くまざわ書店　フェリア店 ｸﾏｻﾞﾜｼﾖﾃﾝ ﾌｴﾘｱﾃﾝ 千葉県 千葉市美浜区 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂４－２－６検見川浜ベイサイドモールフェリア４Ｆ 043-277-3671 92

7 クウェスト株式会社 東京都 151-0073 渋谷区笹塚２－４１－１３ 紀伊國屋書店　笹塚店 ｷﾉｸﾆﾔｼﾖﾃﾝ ｻｻﾂﾞｶﾃﾝ 東京都 渋谷区 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４笹塚ショッピングモール１Ｆ 03-3485-0131 165

ＴＳＵＴＡＹＡ　等々力店 ﾂﾀﾔ ﾄﾄﾞﾛｷﾃﾝ 東京都 世田谷区 158-0082 東京都世田谷区等々力４－４－１１ 03-3704-1812 240

紀伊國屋書店　玉川高島屋店 ｷﾉｸﾆﾔｼﾖﾃﾝ ﾀﾏｶﾞﾜﾀｶｼﾏﾔ 東京都 世田谷区 158-0094 東京都世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋ショッピングセンター南館５Ｆ 03-3709-2091 380

9 株式会社テラジマアーキテクツ 東京都 152-0021 目黒区東が丘二丁目12番20号 八雲堂書店 ﾔｸﾓﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ 東京都 目黒区 152-0031 東京都目黒区中根１－３－３ 03-3718-8161 59

13 株式会社トーヨー建設 東京都 125-0052 葛飾区柴又７－１－１１ 正育堂　柴又店 ｼﾖｳｲｸﾄﾞｳ ｼﾊﾞﾏﾀﾃﾝ 東京都 葛飾区 125-0052 東京都葛飾区柴又５－１３－３ 03-6806-9470 80

ＴＳＵＴＡＹＡ　等々力店 ﾂﾀﾔ ﾄﾄﾞﾛｷﾃﾝ 東京都 世田谷区 158-0082 東京都世田谷区等々力４－４－１１ 03-3704-1812 240

紀伊國屋書店　玉川高島屋店 ｷﾉｸﾆﾔｼﾖﾃﾝ ﾀﾏｶﾞﾜﾀｶｼﾏﾔ 東京都 世田谷区 158-0094 東京都世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋ショッピングセンター南館５Ｆ 03-3709-2091 380

52 株式会社ミューズの家 東京都 184-0004 小金井市本町４－１３－１７グランパスＭＫ１０２ 啓文堂書店　武蔵小金井店 ｹｲﾌﾞﾝﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ﾑｻｼｺｶﾞﾈ 東京都 小金井市 184-0004 東京都小金井市本町６－１４－４５ＪＲ武蔵小金井南口ビル２Ｆ 042-380-5121 80

ＢＯＯＫＳアイ　茗荷谷店 ﾌﾞﾂｸｽｱｲ ﾐﾖｳｶﾞﾀﾞﾆﾃﾝ 東京都 文京区 112-0012 東京都文京区大塚１－１－１５ 03-5940-7050 25

成文堂　江戸川橋店 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｴﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼﾃﾝ 東京都 文京区 112-0014 東京都文京区関口１－４７－１２江戸川橋ビル１Ｆ 03-5261-7448 70

新盛堂 ｼﾝｾｲﾄﾞｳ 東京都 渋谷区 151-0061 東京都渋谷区初台１－３８－１１ 03-3379-1391 20

文教堂書店　代々木上原駅店 ﾌﾞﾝｷﾖｳﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ﾖﾖｷﾞｳｴ 東京都 渋谷区 151-0066 東京都渋谷区西原３－８－５アコルデ代々木上原２Ｆ 03-5738-2191 60

ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店 ﾂﾀﾔ ﾊﾀｶﾞﾔﾃﾝ 東京都 渋谷区 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１２－１幡ヶ谷中央第２ビル 03-3377-0991 256

37 株式会社和工務店 東京都 194-0044 町田市成瀬４４６０－２７ 啓文堂書店　鶴川店 ｹｲﾌﾞﾝﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ﾂﾙｶﾜﾃﾝ 東京都 町田市 195-0053 東京都町田市能ヶ谷１－６－１１小田急マルシェ鶴川２Ｆ 042-737-2288 146

28 米屋建設株式会社 東京都 201-0014 狛江市東和泉３－１１－１４ 啓文堂書店　狛江店 ｹｲﾌﾞﾝﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ｺﾏｴﾃﾝ 東京都 狛江市 201-0013 東京都狛江市元和泉１－２－２小田急マルシェ狛江 03-5761-3383 90

57 株式会社キリガヤスタイル 神奈川県 249-0002 逗子市山の根1-2-35 ブックス二宮　逗子店 ﾌﾞﾂｸｽﾆﾉﾐﾔ ｽﾞｼﾃﾝ 神奈川県 逗子市 249-0006 神奈川県逗子市逗子２－６－３２ 046-873-9797 100

東京都 151-0061 渋谷区初台１－４７－１小田急西新宿ビル８階

神奈川県 259-1132 伊勢原市桜台２－２４－１８

世田谷区奥沢2-18-1

東京都 158-0086 世田谷区尾山台３－２４－６－１Ａ

東京都 112-0012 文京区大塚3丁目5番10号住友成泉小石川ビル1階

東京都 158-0083

5 株式会社小田急ハウジング

50 株式会社コージーライフ

55 株式会社ＫＵＲＡＳＵ

46 株式会社ホープス

株式会社参創ハウテック12

14 株式会社トーシンホーム

重量木骨プレミアムパートナー様　所在地 最も近い「モダンリビング」および「MLWELCOME」　取り扱い書店

　重量木骨の家から発刊いたします、モダンリビング別冊「ML WELCOME」の各プレミアムパートナー様のより最も近い取り扱い書店のリストになります。

配本予定書店については、雑誌「モダンリビング」本誌を取り扱っている書店が中心ですが、他のプレミアムパートナー様の近くの書店で配本を希望される方は、お手数ですが、直接最寄りの書店で「注文」をお願いいたします。（「注文」いただけるとその書店が継続的に取り扱っ

ていただく可能性が高まります。また、NCNのほうから対応させていただいても、本誌「モダンリビング」との関係で、配本できない場合が想定されますので、お手数ですが最寄りの書店での「ご注文」をお願い申し上げます。

千葉市美浜区新港１１７261-0002千葉県

伊勢原書店 ｲｾﾊﾗｼﾖﾃﾝ 神奈川県 伊勢原市 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－２－５ 0463-95-2204 40

神奈川県 259-1132 伊勢原市桜台２－２４－１８14 株式会社トーシンホーム 文教堂書店　伊勢原とうきゅう店 ﾌﾞﾝｷﾖｳﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ｲｾﾊﾗﾄｳ 神奈川県 伊勢原市 259-1132 神奈川県横浜市港北区箕輪町２－７－５ユニーサンテラス２Ｆ 0463-96-5880 300神奈川県 259-1132 伊勢原市桜台２－２４－１８14 株式会社トーシンホーム

スペース２１　東大竹店 ｽﾍﾟ-ｽﾆｼﾞﾕｳｲﾁ ﾋｶﾞｼｵｵﾀ 神奈川県 伊勢原市 259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹１－１３－４ 0463-96-6817 70

アミーゴ書店　二俣川店 ｱﾐ-ｺﾞｼﾖﾃﾝ ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜﾃﾝ 神奈川県 横浜市旭区 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－３－２二俣川相鉄ライフ３Ｆ 045-360-1131 56

福家書店　若葉台店 ﾌｸﾔｼﾖﾃﾝ ﾜｶﾊﾞﾀﾞｲﾃﾝ 神奈川県 横浜市旭区 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３－５－１ショッピングタウンわかば１Ｆ 045-920-0298 110

24 株式会社富士建設 神奈川県 253-0041 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目２番６６号 未来屋書店　茅ヶ崎中央店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ﾁｶﾞｻｷﾁﾕｳｵｳﾃ 神奈川県 茅ヶ崎市 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６イオン茅ケ崎中央店３Ｆ 0467-82-4980 150

25 島建設株式会社 神奈川県 239-0803 横須賀市桜が丘２－１－１ 平坂書房　北久里浜店 ﾋﾗｻｶｼﾖﾎﾞｳ ｷﾀｸﾘﾊﾏﾃﾝ 神奈川県 横須賀市 239-0807 神奈川県横須賀市根岸町２－２２－９ 046-836-1717 65

48 株式会社星野建築事務所 新潟県 951-8008 新潟市中央区窪田町二丁目116番地 萬松堂 ﾊﾞﾝｼﾖｳﾄﾞｳ 新潟県 新潟市中央区 951-8063 新潟県新潟市中央区古町通６番町９５８ 025-229-2221 180

27 株式会社二幸住建 新潟県 944-0137 上越市板倉区吉増１８９２ ますや書店 ﾏｽﾔｼﾖﾃﾝ 新潟県 上越市 944-0131 新潟県上越市板倉区針７９９ 025-578-2016 50

41 株式会社鈴木組 新潟県 950-3306 新潟市北区内島見８１７ 蔦屋書店　豊栄店 ﾂﾀﾔｼﾖﾃﾝ ﾄﾖｻｶﾃﾝ 新潟県 新潟市北区 950-3304 新潟県新潟市北区木崎字尾山前９０１－１ 025-388-6300 84

59 皐工務店株式会社 新潟県 948-0122 十日町市上野甲1081 ブックス平沢　妻有ショッピングセンター店 ﾌﾞﾂｸｽﾋﾗｻﾜ ﾂﾏﾘｼﾖﾂﾋﾟﾝｸ 新潟県 十日町市 948-0000 新潟県十日町市上島丑７９２ 025-752-0199 150

29 濱田建設株式会社 福井県 914-0131 敦賀市公文名５－７０ 新星堂　新和町店 ｼﾝｾｲﾄﾞｳ ｼﾝﾜﾁﾖｳﾃﾝ 福井県 敦賀市 914-0122 福井県敦賀市新和町１－３－９ 0770-22-3514 60

32 松代建設工業株式会社 長野県 381-2247 長野市青木島1-2-1 前沢書店 ﾏｴｻﾞﾜｼﾖﾃﾝ 長野県 長野市 381-2405 長野県長野市信州新町新町１９８ 026-262-2025 30

23 有限会社住まいリング 長野県 385-0027 佐久市佐久平駅北２４－１ＭＡＲＵＤＥＮビル２Ｆ 東京書店　佐久店 ﾄｳｷﾖｳｼﾖﾃﾝ ｻｸﾃﾝ 長野県 佐久市 385-0023 長野県佐久市岩村田北１－６－２ 0267-78-5988 150

8 株式会社日伸建設 岐阜県 509-7201 恵那市大井町１０５８番地の１ 松林堂書店 ｼﾖｳﾘﾝﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ 岐阜県 恵那市 509-7201 岐阜県恵那市大井町２９３－１３ 0573-25-3156 25

40 宮部建設株式会社 岐阜県 501-3217 関市下有知１５４６番地の２ 自由書房　ブックセンター芥見店 ｼﾞﾕｳｼﾖﾎﾞｳ ﾌﾞﾂｸｾﾝﾀ-ｱｸ 岐阜県 岐阜市 501-3132 岐阜県岐阜市芥見長山３－１２２－２ 058-243-0070 150

15 栃井建設工業株式会社 岐阜県 501-0105 岐阜市河渡３丁目１３８番地 自由書房　ブックセンター芥見店 ｼﾞﾕｳｼﾖﾎﾞｳ ﾌﾞﾂｸｾﾝﾀ-ｱｸ 岐阜県 岐阜市 501-3132 岐阜県岐阜市芥見長山３－１２２－２ 058-243-0070 150

36 株式会社アキヤマ 静岡県 424-0886 静岡市清水区草薙１－１４－１３ 未来屋書店　清水店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ｼﾐｽﾞﾃﾝ 静岡県 静岡市清水区 424-0871 静岡県静岡市清水区上原１－６－１６イオン清水店２Ｆ 054-344-2640 122

56 株式会社ヤガワ 静岡県 435-0021 浜松市東区材木町９１ 明屋書店　浜松渡瀬店 ﾊﾙﾔｼﾖﾃﾝ ﾊﾏﾏﾂﾜﾀｾﾃﾝ 静岡県 浜松市南区 435-0036 静岡県浜松市南区渡瀬町８０４－１ 053-468-6622 180

49 株式会社梅原建設 静岡県 414-0001 伊東市宇佐美３１０６－２ 遠藤文化堂 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾄﾞｳ 静岡県 伊東市 414-0001 静岡県伊東市宇佐美１７９５ 0557-48-9353 80

38 株式会社平成建設 静岡県 410-0022 沼津市大岡１５４０－１ ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店 ﾂﾀﾔ ﾇﾏﾂﾞｶﾞｸｴﾝﾄﾞｵﾘﾃﾝ 静岡県 沼津市 410-0033 静岡県沼津市杉崎町１３－５０ 055-925-3011 80

6 近藤建設工業株式会社 静岡県 425-0054 焼津市一色１０７５番地の１ 焼津谷島屋　田尻店 ﾔｲﾂﾞﾔｼﾞﾏﾔ ﾀｼﾞﾘﾃﾝ 静岡県 焼津市 425-0052 静岡県焼津市田尻４２１ 054-623-3001 33

51 幸和ハウジング株式会社 静岡県 435-0052 浜松市東区天王町１１４７－１ 未来屋書店　浜松市野店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ﾊﾏﾏﾂｲﾁﾉﾃﾝ 静岡県 浜松市東区 435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１－３イオンモール浜松市野１Ｆ 053-467-1330 386

16 ニケンハウジング株式会社 愛知県 458-0825 名古屋市緑区左京山６０２ 未来屋書店　有松店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ｱﾘﾏﾂﾃﾝ 愛知県 名古屋市緑区 458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏２００イオンタウン有松２Ｆ 052-626-2051 164

60 株式会社ｋｏｔｏｒｉ 愛知県 442-0857 豊川市八幡町亀ヶ坪120-7 精文館書店　豊川店 ｾｲﾌﾞﾝｶﾝｼﾖﾃﾝ ﾄﾖｶﾜﾃﾝ 愛知県 豊川市 442-0862 愛知県豊川市市田町字大道下８ 0533-85-8325 400

42 株式会社エナミホームズ 愛知県 462-0024 名古屋市北区鳩岡２－１８－１１鳩岡コーポラス１Ｆ くまざわ書店　アピタ名古屋北店 ｸﾏｻﾞﾜｼﾖﾃﾝ ｱﾋﾟﾀﾅｺﾞﾔｷﾀ 愛知県 名古屋市北区 462-0032 愛知県名古屋市北区辻町９－１アピタ名古屋北店３Ｆ 052-916-7800 70

39 株式会社住和 愛知県 452-0822 名古屋市西区中小田井３丁目４０６番地　　 フタバ図書　ＴＥＲＡワンダーシティ店 ﾌﾀﾊﾞﾄｼﾖ ﾃﾗﾜﾝﾀﾞ-ｼﾃｲﾃﾝ 愛知県 名古屋市西区 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ 052-509-7922 1100

神奈川県 241-0816 横浜市旭区笹野台1-1-27 3F

神奈川県 259-1132 伊勢原市桜台２－２４－１８14 株式会社トーシンホーム

44 株式会社リモルデザイン



47 立松建設株式会社 愛知県 490-1143 海部郡大治町大字砂子字西腰掛畑１８９５番地 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 ﾋｶﾘｼﾖﾃﾝ ﾂﾀﾔｵｵﾊﾙﾃﾝ 愛知県 海部郡 490-1144 愛知県海部郡大治町西條附田６０－１ 052-880-9901 650

31 株式会社楠亀工務店 滋賀県 527-0136 東近江市南菩提寺町６３６番地 サンミュージック　ハイパーブックス八日市 ｻﾝﾐﾕ-ｼﾞﾂｸ ﾊｲﾊﾟ-ﾌﾞﾂｸｽ 滋賀県 東近江市 527-0033 滋賀県東近江市東沖野１－４－６ 0748-20-4550 418

22 大輪建設株式会社（ＩＮＯＳ） 滋賀県 520-0835 大津市別保２－９－４８ 本のがんこ堂　石山駅前店 ﾎﾝﾉｶﾞﾝｺﾄﾞｳ ｲｼﾔﾏｴｷﾏｴﾃ 滋賀県 大津市 520-0832 滋賀県大津市粟津町３－２ＪＲ石山駅前ＮＫビル２Ｆ 077-533-7717 60

17 株式会社サンキ建設 京都府 607-8080 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町１０ 山科書店　ラクトＢ店 ﾔﾏｼﾅｼﾖﾃﾝ ﾗｸﾄﾋﾞ-ﾃﾝ 京都府 京都市山科区 607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１ラクト・Ｂ　４Ｆ 075-592-9040 100

1 株式会社デザオ建設 京都府 607-8357 京都市山科区西野櫃川町５０－１ 山科書店　薬大前店 ﾔﾏｼﾅｼﾖﾃﾝ ﾔｸﾀﾞｲﾏｴﾃﾝ 京都府 京都市山科区 607-8414 京都府京都市山科区御陵中内町３８－１６ 075-592-1058 100

20 株式会社ビルド・ワークス 京都府 606-0817 京都市左京区下鴨西林町２８－２ アミーゴ書店　北山店 ｱﾐ-ｺﾞｼﾖﾃﾝ ｷﾀﾔﾏﾃﾝ 京都府 京都市左京区 606-0841 京都府京都市左京区下鴨南芝町２０レイ北山１Ｆ 075-705-2555 114

63 株式会社住まい設計工房 京都府 606-8386 京都市左京区新丸太町41 恵文社　一乗寺店 ｹｲﾌﾞﾝｼﾔ ｲﾁｼﾞﾖｳｼﾞﾃﾝ 京都府 京都市左京区 606-8184 京都府京都市左京区一乗寺払殿町１０ベルフラールビル内 075-711-5919 90

18 山栄ホーム株式会社 京都府 617-0821 長岡京市野添１丁目１１番５号 文京堂書店　長岡店 ﾌﾞﾝｷﾖｳﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ﾅｶﾞｵｶﾃ 京都府 長岡京市 617-0826 京都府長岡京市開田３－３－１４ 075-953-0225 50

26 ダイクス建設株式会社 大阪府 591-8036 堺市北区百舌鳥本町３丁目１番７号 ブックスファミリア　堺本店 ﾌﾞﾂｸｽﾌｱﾐﾘｱ ｻｶｲﾎﾝﾃﾝ 大阪府 堺市北区 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-25-1 072-259-8773 100

ブックファースト　野田アプラ店 ﾌﾞﾂｸﾌｱ-ｽﾄ ﾉﾀﾞｱﾌﾟﾗﾃﾝ 大阪府 大阪市福島区 553-0001 大阪府大阪市 野田駅 福島区海老江1-1-17 野田アプラ1階 06-4796-8010 90

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ野田店 ﾂﾀﾔ ｼﾞｴｲｱ-ﾙﾉﾀﾞﾃﾝ 大阪府 大阪市福島区 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野３－１ 06-6467-1500 90

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店 ﾂﾀﾔ ｻｶｲﾐﾅﾐﾃﾝ 大阪府 堺市堺区 590-0821 大阪府堺市堺区大仙西町６－１８４－１ 0722-43-2221 428

紀伊國屋書店　堺北花田店 ｷﾉｸﾆﾔｼﾖﾃﾝ ｻｶｲｷﾀﾊﾅﾀﾞﾃ 大阪府 堺市北区 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２－１３６イオンモール堺北花田４Ｆ 072-246-5566 380

未来屋書店　鴻池店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ｺｳﾉｲｹﾃﾝ 大阪府 東大阪市 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１－１－７２イオン鴻池店東館２Ｆ 06-6748-7136 130

ヤシマ書店 ﾔｼﾏｼﾖﾃﾝ 大阪府 東大阪市 578-0941 大阪府東大阪市岩田町３丁目１２−２４ サンメゾン若江岩田 1F 06-6730-0802 60

2 株式会社タイコーハウジングコア 大阪府 578-0971 東大阪市鴻池本町６－３２ 未来屋書店　鴻池店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ｺｳﾉｲｹﾃﾝ 大阪府 東大阪市 578-0972 大阪府東大阪市鴻池町１－１－７２イオン鴻池店東館２Ｆ 06-6748-7136 130

3 株式会社マサキ工務店 大阪府 550-0025 大阪市西区九条南４－３－１８ 未来屋書店　大阪ドームシティ店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ｵｵｻｶﾄﾞ-ﾑｼﾃｲ 大阪府 大阪市西区 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３－１３－１イオンモール大阪ドームシティ３Ｆ 06-6584-2770 256

64 株式会社丸尾建築 兵庫県 671-1524 揖保郡太子町東保317-1 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 ﾂﾀﾔ ﾀｲｼﾃﾝ 兵庫県 揖保郡 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２５０－５ 079-275-8011 133

61 株式会社吉住工務店 兵庫県 669-4132 丹波市春日町野村2465番地 未来屋書店　氷上店 ﾐﾗｲﾔｼﾖﾃﾝ ﾋｶﾐﾃﾝ 兵庫県 丹波市 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷３００ゆめタウン１Ｆ 0795-82-8480 80

21 株式会社三和建設 兵庫県 665-0835 宝塚市旭町３－２－１０サンワビル ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 ﾂﾀﾔ ﾀｶﾗﾂﾞｶﾃﾝ 兵庫県 宝塚市 665-0835 兵庫県宝塚市旭町２－１－８ 0797-85-5218 180

10 株式会社エーティーエム建築 奈良県 630-8013 奈良市三条大路5-3-28 くまざわ書店　奈良店 ｸﾏｻﾞﾜｼﾖﾃﾝ ﾅﾗﾃﾝ 奈良県 奈良市 630-8012 奈良県奈良市二条大路南１－３－１イトーヨーカドー奈良店４Ｆ 0742-36-7415 360

34 株式会社浅井良工務店 和歌山県 640-8287 和歌山市築港３丁目２９－４ ＷＡＹ　和歌山ミオ店 ｳｴｲ ﾜｶﾔﾏﾐｵﾃﾝ 和歌山県 和歌山市 640-8331 和歌山県和歌山市美園町５－６１ＭＩＯ和歌山４Ｆ 073-421-3880 225

30 株式会社エヌテック 広島県 733-0007 広島市西区大宮２丁目１３－７ フタバ図書　横川店 ﾌﾀﾊﾞﾄｼﾖ ﾖｺｶﾞﾜﾃﾝ 広島県 広島市西区 733-0011 広島県広島市西区横川町３－２－２２ 082-293-8131 60

53 株式会社滝石建設 高知県 780-8007 高知市仲田町１４番８号 ＴＳＵＴＡＹＡ　潮江店 ﾂﾀﾔ ｳｼｵｴﾃﾝ 高知県 高知市 780-8008 高知県高知市潮新町２－１７－２０ 088-831-3030 10

66 株式会社アースティック 福岡県 807-0807 北九州市八幡西区本城学研台3丁目17番15号 積文館書店　本城店 ｾｷﾌﾞﾝｶﾝｼﾖﾃﾝ ﾎﾝｼﾞﾖｳﾃﾝ 福岡県 北九州市八幡西区 807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎１－１ 093-601-3521 130

丸善　博多店 ﾏﾙｾﾞﾝ ﾊｶﾀﾃﾝ 福岡県 福岡市博多区 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ８Ｆ 092-413-5401 800

紀伊國屋書店　福岡本店 ｷﾉｸﾆﾔｼﾖﾃﾝ ﾌｸｵｶﾎﾝﾃﾝ 福岡県 福岡市博多区 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１博多バスターミナル６Ｆ 092-434-3100 1000

54 アイ・ホーム株式会社 宮崎県 880-0212 宮崎市佐土原町下那珂３５６９－７ 明林堂書店　佐土原店 ﾒｲﾘﾝﾄﾞｳｼﾖﾃﾝ ｻﾄﾞﾜﾗﾃﾝ 宮崎県 宮崎市 880-0211 宮崎県宮崎市佐土原町下田島外牟田２００３９－１ 0985-72-0246 90

福岡県 812-0006 福岡市博多区上牟田１－２２－６

大阪府 590-0923 堺市堺区北旅籠町東1丁目1-10

大阪府 578-0911 東大阪市中新開２－１０－２６

大阪府 553-0003 大阪市福島区福島8-17-14

45 株式会社黒木建設

33 株式会社じょぶ

フクダ・ロングライフデザイン株式会社62

43 株式会社アドヴァンス建築設計工房


