
株式会社MANIX (マニックス)　

業務内容：戸建・マンションのリフォーム・リノベーション工事全般

〒651-1121　神戸市北区星和台1-34-124　

tel. 078-596-6822　info-ikea@manix.co.jp

http://www.manix-home.com/

かわかみ設計事務所

業務内容：住宅設計・キリスト教会設計

〒990-2433 　山形県山形市鳥居ヶ丘1-32　tel. 023-625-3609 fax. 023-625-3616

http://www2.plala.or.jp/kawakamisatoru/

株式会社 エクスリーフ

業務内容：エクステリア、リフォーム

〒062-0021　北海道札幌市豊平区月寒西一条10-5-72 大協ビル3F　

tel. 011-376-5270 fax. 011-376-5271　info@exleaf.com

http://exleaf.com/

ARCHI-K 株式会社

業務内容：建築・設計・デザイン

〒064-0912　北海道札幌市中央区南12条西11丁目2-1-3F　

tel. 011-530-1618  fax. 011-530-1610　info@archi-k.com

www.archi-k.com

有限会社 折原設備

業務内容：水まわりリフォーム/給排水設備

〒990-4337　山形県尾花沢市大字鶴巻田643番地の2　

tel. 0237-28-3366 fax. 0237-28-3785

http://oriharasetsubi.com/

茂木建設株式会社

業務内容：新築/リフォーム

〒010-1623　秋田県秋田市新屋町字田尻沢81-1　

tel. 018-853-1154 fax. 018-853-1169

https://eh-akita.com/index.html

有限会社宮本商店

業務内容：中古物件リノベーション・コンセプトデザイン

〒985-0872　宮城県多賀城市伝上山１丁目１４番７号

tel. 022-365-9340 fax. 022-365-9340

AD Design＆Architects株式会社

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-1-6 12SHINJUKU*4階

tel. 03-6276-2282　info@ad-da.net

マルモコハウス

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒320-0862 栃木県宇都宮市西原2-4-3

tel. 028-902-1008

https://www.maruyama-wood.com/

株式会社エニシコーポレーション

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒143-0026 東京都大田区西馬込1-2-8シャトー西馬込ビル１階　

tel. 03-5718-1866　fax. 03-5718-1868　kajifusa@enishi168.com

http://enishi168.com

株式会社三東

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒272-0106 千葉県市川市伊勢宿17番3号　

tel. 047-358-3388　fax. 047-358-3118

http://www.sunto.co.jp/
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関東全域
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株式会社 オガケンギョウ

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒334-0052 埼玉県川口市安行出羽 1-2-4　

tel. 048-297-5029　fax. 048-297-5169　info@oga-kengyo.com

https://www.oga-kengyo.com/

株式会社山口企画設計 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒359-1113 埼玉県所沢市喜多町9-5　

tel. 04-2939-1101　info@yks.co.jp

http://www.yks.co.jp/

株式会社リアルホーム

業務内容：不動産

〒184-0004　東京都小金井市本町1-18-5村松ビル小金井5F　

tel. 042-380-5477 fax. 042-380-5478　musashikoganei@ha-realhome.com

http://www.realhome-musashikoganei.jp

株式会社シーフォーデザインレーベル

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒273-0005　千葉県船橋市本町7-12-23　藤井ビル3階

tel. 0800-919-5545

https://c4dl.co.jp/

株式会社エアネストグループ

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒262-0026　千葉県千葉市花見川区瑞穂1-11-21-B

tel. 043-239-9593　mail@earnest-group.com

http://earnest-group.com/company/

株式会社ファウンデーション

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒124-0025　東京都葛飾区西新小岩5-15-3　コンフォート・Ｋ・２

tel. 03-5654-2101 fax. 03-5654-2102　foundathion@me.com

ビルドアップ有限会社

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒273-0861 千葉県船橋市米ケ崎町361

tel. 047-489-5964

info@buildup05.com

アミューズベース

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒272-0034　千葉県市川市市川3-2-18

tel. 047-318-3421 fax. 047-318-3401　info@amusebase.com

http://amusebase.com/

有限会社 木村照創作工房

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒227-0062　神奈川県横浜市青葉区青葉台2-18-11

tel. 045-989-4832 fax. 045-989-4833　sousaki@koke.co.jp

http://www.koke.co.jp/

リノベーシック合同会社

業務内容：リフォーム･リノベーション設計施工・キッチン施工

〒224-0053　神奈川県横浜市都筑区池辺町2190

tel. 045-530-5913 fax. 045-330-5914　info＠renobasic.com

https://renobasic.business.site/

株式会社 六郷クラフト

事業内容：内装工事設計(住宅/店舗等)・施工・家具製作

〒210-0826　神奈川県川崎市川崎区塩浜3-11-3 

tel. 044-276-8141 　fax. 044-276-8141 　info@rokugocraft.com

https://www.rokugocraft.com/

関

東

千葉を中心に関東

東京/埼玉/神奈川/千葉

他関東 ご相談により

東京/埼玉(一部地域除く)

東京(小金井市)

東京/千葉
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東京(東部)/千葉
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金子産商株式会社/グッドホームカネコ

業務内容：リフォーム・リノベーション・給排水設備工事

〒245-0016　神奈川県横浜市泉区和泉町5952

tel. 045-802-8346 fax. 045-802-5191　info@goodhome-k.jp

http://www.goodhome-k.jp

ダンハウス株式会社　

業務内容：新築

〒249-0006　神奈川県逗子市逗子4-11-30

tel. 046-884-4588  fax. 046-884-4589　danhouse@danhouse.co.jp

http://www.danhouse.co.jp/

株式会社スタイル工房　横浜店

業務内容：リノベーション・リフォーム・新築

〒224-0041　神奈川県横浜市都筑区仲町台2-1-9 せせらぎハイツ1F

tel. 0120-513-421 fax. 045-944-3422

https://www.stylekoubou.com/

ホンカ・リゾート富士五湖　ふじ企画株式会社　*IKEAキッチン展示あり

業務内容：ログハウスの設計施工

〒401-0502 　山梨県南都留郡山中湖村平野506-704

tel. 0555-73-3555 fax. 0555-73-3551　info@fta.co.jp

http://www.honka-fujigoko.com/

株式会社 鋼商（水彩工房 長野大橋店） *IKEAキッチン展示あり

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒380-0913　長野県長野市川合新田1148-2

tel. 026-221-4724 fax. 026-221-4674　info@kou-syou.jp

http://www.kou-syou.jp/

.emboss *IKEAキッチン展示あり

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒394-0027　長野県岡谷市中央町2-3-6

tel. 0266-78-7173 fax. 0266-78-7183　toshiyuki.komatsu@emboss.ne.jp 

株式会社AC15

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒951-8116　新潟県新潟市中央区東中通一番町187-3クレアビル５F

tel.025-222-0015      info＠ac15.jp

http://www.ac15.jp/

dwarf/株式会社 別所材木店　 

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒950-0211　新潟県新潟市江南区横越川根町1-9-31

tel.025-250-5149   

http://dwarf-hus.jp/

家とも株式会社

業務内容：新築、リフォーム

〒939-1104　富山県高岡市戸出町2丁目4-13 TMTビル1F

tel. 0766-53-5122 　madoguchi@ouchino.jp

http://ietomo-kitchenstudio.com

Cdesign

業務内容：新築、リフォーム、リノベーション

〒431-1114　静岡県浜松市西区佐浜町734

tel. 080-5127-1795 　cdesign@cj-d.jp

https://www.cj-d.jp
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静岡県西部地域/静岡県湖西市/
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ぽっど

業務内容：住宅・店舗・設計デザイン・リノベーション・インテリアコーディネート

〒480-1142　愛知県長久手市蟹原404　第レオン光園4-D

tel. 0561-65-0177 fax. 0561-63-6066　pod@na.rim.or.jp

株式会社リバップ

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒460-0011　愛知県名古屋市中区大須１丁目35-18   一光大須ビル３Ｆ

tel. 052-222-4500

http://www.rivap.co.jp/index.html

旭ホームズ 株式会社　 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：注文住宅・店舗・新築・リノベーション・オーダーキッチン・家具・雑貨

〒488-0043　愛知県尾張旭市北本池ヶ原町1丁目117-2

tel. 052-701-8050 fax.052-703-0882　hakul.info@asahihomes.com

http://www.asahihomes.com/       http://hakul.info/

合同会社フリーキスワークス

業務内容：インテリアデザイン事務所

〒465-0061　愛知県名古屋市名東区高針4-908

http://frchis.works.jp

ショーナヒュース 株式会社

業務内容：スウェーデン住宅の輸入・設計・施工

〒651-1331　兵庫県神戸市北区有野町唐櫃71-23

tel. 078-987-1306 fax. 078-987-1306　info@skona-hus.com

http://www.skona-hus.com/

有限会社 システム施工　 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：家具の組み立て・リフォーム

〒577-0012　大阪府東大阪市長田東3-3-2

tel. 06-6746-9999 fax. 06-6746-9967　elk@elk-system.com

http://www.elk-system.com/

フローレスホーム

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒636-0905　奈良県生駒郡平群町上庄3-6-11

tel. 0745-46-1668 fax. 0745-46-1667　info@flawlesshome.jp

http://www.flawlesshome.jp/

アテネデザイン(athens design)  

業務内容：リノベーション・リフォーム・プチリフォーム

〒558-0041　大阪府大阪市住吉区南住吉３丁目13-3 南住吉ハイツ2A号

tel. 06-7494-9415　athens-interior.design@leto.eonet.ne.jp

http://www.eonet.ne.jp/~atene

株式会社 リバー（リバーホーム）

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション・建築・DIYアイテム販売

〒520-2134　滋賀県大津市瀬田5丁目22-26

tel. 077-547-0356　info@the-river.jp

http://www.the-river.jp/

合同会社 ＩＲＯＨＡ設計室　 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：住宅の新築・リフォーム設計・店舗デザイン・建築設計監理全般

〒612-8219　京都市伏見区表町582-6

tel. 075-205-5050 fax. 075-200-5100　kyoto@iroha2.jp

http://iroha2.jp

昭和住宅株式会社 岡山支店 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション ※自社物件のみ対応

〒700-0822　岡山市北区表町パークスクエアSHOWA２F

tel. 0120-32-9667

http://www.swo.co.jp
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イエリノ　 *IKEAキッチン展示あり

業務内容：新築・リフォーム・リノベーション

〒783-0006　高知県南国市篠原108-1

tel. 088-855-9955　info@ie-reno.com

http://www.ie-reno.com/

合同会社 ハッピーリノベーション

業務内容：リフォーム・リノベーション

〒815-0037　福岡県福岡市城南区神松寺3-21-10

tel. 092-980-1100　yamasaki@happy-renovation.com

http://www.happy-renovation.com

株式会社 トーマスリビング

業務内容：不動産・不動産管理・リフォーム・リノベーション

〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町6-1　清ビル1F

tel. 092-554-2332　kubo@thomasliving.jp

http://www.t-living.net/

九

州

福岡/佐賀/長崎/熊本/

大分/宮崎/鹿児島

四

国
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