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代表 桑田 文久
住所 座間市緑ヶ丘3-3-3

自社ＰＲ
当社は座間市で木造建築工事業を営んで51年になります。地域密着
型工務店として、先代からの技能を基本とし現代に適している技能
も取り入れ、お客様との対話を重視し信用を築き、最適な住居を提
案してまいります。



代表 山村 友亨
住所 座間市明王12-27

自社ＰＲ
建物の修理・リフォーム専門店です。
ライフステージに合わせたリフォームと共に、不意に発生する細か
な修理にも対応いたします。



代表 山田 喜彦
住所 座間市新田宿31
ＨＰ https://decoremate.com

自社ＰＲ
座間市で20年程、内装業を営んでおります。当初賃貸物件の原状回復が主
な内容でしたが、現在は賃貸物件、分譲住宅のリノベーション等を並行し
て行っております。当社の考え方は“激安”ではなく『“格安”でお客様
にご満足いただけるよう仕事に取り組む。そのため、無理な価格競争には
参加をしない』を念頭に最後までお客様に寄り添い「ありがとう」と言っ
ていただけるよう努力しております。

代表 山田喜彦

施工前 施工後



代表 幟川 清治
住所 相模原市南区磯部1206-10

自社ＰＲ
地域密着型の工務店を経営しております。小さな工事から大きな工
事まで幅広く対応致します。お困りごとやお悩みごとなどございま
したら『増改築相談員登録業者幟川工務店』までご相談ください。



代表 吉田 将也
住所 相模原市南区相模台2-27-7

自社ＰＲ
新築工事・リフォーム工事を通じて、お客様のより良い生活環境を
ご提案して充実した暮らしのサポートをしていきます。



代表 高橋 修
住所 神奈川県海老名市杉久保北4-6-15
ＨＰ http://sugikubodesin.com

自社ＰＲ
当社は、昭和55年（1980年）に創業。当社のモットーは「建物は完
成すれば終わりですが、お客様は365日住んでいます。」でありま
す。専属の営業マンはいません。社員それぞれが職人であり営業マ
ンであります。
手造りでお客様に誠実に応えます。そして、お客様から信頼をも
らって次の仕事につなげるものであります。



代表 山口 喜久夫
住所 相模原市南区東林間6-15-2

自社ＰＲ
新築、リフォームを問わず、一般住宅の屋根工事・雨樋工事を得意
としております。
また、雨漏りや雨樋の割れなどの補修工事にも対応させていただき
ます。



代表 宇都宮 敬矩
住所 座間市さがみ野2-1-44
HPhttps://www.bigadvance.site/s/123/1747

自社ＰＲ
これまで培った技術を活かし、積極的に新分野へ進出を図っていま
す。
当社は、特に既存建物（ＳＲＣ造・Ｓ造・ＲＣ造）の耐震補強工事
とリニューアル工事を得意としております。



代表 丸山 秀一郎
住所 座間市栗原中央3-31-5

ホームページ
http://www.maruyamakomuten.com

自社ＰＲ
ご家族のご要望を気軽に相談できる地域密着の丸山工務店。当店は２
級建築事務所でもあります。新築、建替え、リフォームなど、なんで
もご相談ください！
お客様に喜ばれる家づくりを第一に考えます。

代表 丸山 秀一郎

（施工事例）



代表 鈴木 純夫
住所 座間市栗原中央6-6-17

自社ＰＲ
当社は建築一式工事店で主にリフォーム工事をしております。
一般住宅・店舗・工事等で幅広く営業しており、お客様利益還元の
為、自社施工で工事を行っております。



■ 自社PR ■

弊社は、 35年の実績を原動力とし日々努力を続け、近隣と環境に配慮することを第一と

考え、ご迷惑のかからない施工を、安全を重視した作業を実行し、お客様に安心していただ

ける解体工事を提供いたします。

営業範囲は、神奈川県が主ですが、県外の実績もあります。お見積もりだけでも大歓迎ですの
で、お気軽にお問合せください。

代表取締役 塚原 吉雄

住所 綾瀬市吉岡1639-5

HP https://www.takada-shouten.co.jp



代表 原 秋栄
住所 座間市相模が丘2-18-8

自社ＰＲ
屋根工事一筋40年の小さな工事店です。
なかなか目が届かない屋根の現状、屋根材の傷み。
しかし傷みは徐々に大きくなっております。それはお家の中で最も
“ 風 • 雪 • 雨 ”にさらされているからです。
見過ごしていませんか“ 屋根点検 ”



代表 鈴野 隆大
住所 座間市栗原1765-3

ホームページ
https://www.suzunoryokuchi.com

自社ＰＲ
造園・土木工事・緑地管理など当社へお任せください。昭和49年創
業の信頼と実績をもとにより良い空間を創造するために、お客様の
ご要望しっかりと踏まえてご提案・ご提供していきたいと考えてお
ります。

代表 鈴野 隆大



代表 高野 貴寛
住所 座間市立野台1-10-9
ホームページ
https://www.takano-ex.jp
http://www.ex-takano.jp

自社ＰＲ
座間市の高野は、お客様の暮らしを支えるお住まいの外構・エクステリア工事等
を手掛けている会社です。地元密着業者ならではの土地勘、豊富なノウハウで、
これまでになかった新しいスタイルをお届けします。もちろん、お客様重視の施
工を心掛けており、商品取り付けなど物ありきのご提案は一切行なっておりませ
ん。地元密着業者の高野は、お住まいに対するお客様のお悩みをとことんお伺い
して施工に臨みます。これまでは気付かなかった、できなかったことを的確に察
知し、新たなスタイルをご提案する。それが高野のこだわりです。

代表 高野 貴寛 店舗外観
《お庭の高野 駐車場リフォーム座間で検索を》



代表 大矢 正次
住所 座間市座間1-4188
ホームページ
http://www.ooyaseijyou.co.jp

自社ＰＲ
畳の製造・販売、リフォーム等を通して、地域の皆様の豊かな生活
づくりのお手伝いをしてまいりました。畳を身近に感じてもらえる
よう、現在では「いぐさ製品」による「ミニ畳」「小物制作・販
売」もしております。「お試しレンタル畳」もございます。これか
らも多くの皆様に『畳のある生活』を楽しんでいただけること。そ
れが当社の願いです。まずはお気軽にご相談ください。



代表 本多 達男
住所 座間市相武台2-10-7

自社ＰＲ
座間海老名綾瀬を中心に畳工事一式請負
創業55年の信頼実績
・地域密着 熊本県産畳表
・神奈川県技能コンクール優勝
網戸、襖、障子、クロスお気軽にお問い合わせください。

あおい せい じょう

（店舗外観） カラフルな縁でどうぞ！

人気のカラー和紙



代表 今井 均
住所 座間市小松原2-44-1-115
ホームページ
https://www.tosikougei.com

自社ＰＲ
内装、リフォーム、クロス工事などの全般の豊富な経験と施工技術を生か
し、お客様に質の高い仕上がりと満足感、そして格安な価格でご奉仕させ
ていただき、社会に貢献できる企業を目指しております。施工は、仕事が
丁寧な専属職人で仕上げていきますので、品質には自信があります。更
なる技術向上をし、人と環境に優しい住まいづくりを目指して、お客様に
選ばれる企業となりますよう努力していく所存です。

代表 今井 均

（施工の様子）



代表 山内 純
住所 座間市相模が丘5-32-14
ホームページ
http://yamaden-corp.com

自社ＰＲ
弊社は、キュービクルなどの高圧受変電設備や、パッケージエアコ
ンなどの業務用空調機（エアコン）をはじめ、多種多様の電気工事
の設計施工を行っております。お気軽にご用命ください。



代表 鏑木 重治
住所 座間市ひばりが丘2-16-1

ホームページ
https://www.e-tss.com

自社ＰＲ
電気の事ならお任せを！電気工事会社有限会社TSSトータルサポート
サービスです。・照明を明るくしたい・エアコンを取り替えたい・パソ
コンを買い替えたい・監視カメラを設置したい・ホームページを作りた
いなど、皆様の『したい』『やりたい』に応え、サポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。現場調査・お見積りは無料です。



代表 高串 錦洋
住所 大和市西鶴間8-9-19

自社ＰＲ
今年で創業４４年目になります。主に、オーニング設置、看板設置、
耐震補強等、建築金物全般を得意としております。お気軽にお問合
せください。



代表 窪 悠久
住所 座間市緑ヶ丘6-11-18
ＨＰ http://www.kubotosou.jp

自社ＰＲ
弊社は、昭和40年6月に創業し昭和42年4月に窪塗装工業㈱を設立。現
在で54年目を迎えております。当初は新築工事の塗装等、一般塗装全
般で事業を行って参りました。現在では、塗装工事業から一般建設業
に知事登録を変更し各種塗装だけではなく内外のリニューアル工事も
出来るようになりました。弊社のキャッチフレーズは【建物で困って
いる人を助ける会社】を掲げております。何か建物で困っていること
がありましたら皆様のお役に立つことができると思いますのでご一報
いただければ幸いです。



代表 山口 朋也
住所 座間市座間1-3146

自社ＰＲ
自社工事。親切丁寧な仕事を心掛け、お客様に寄り添う工事をいた
します。



代表 服部 敬吾
住所 座間市栗原1807-11

自社ＰＲ
株式会社服部工業です。木造戸建・マンション・ビル等、幅広い建
物の防水を手掛けています。新築工事、改修工事共に行っておりま
すが、メインは改修工事となります。屋上、外壁、床、地下ピット
等、防水を必要とする場所は全てお任せください。環境やご予算に
合わせてベストな防水工事をご提案します。
また、ウレタン防水・シート防水・シーリング工事・下地調整タイ
ル浮き注入等、熟練した技術を持つ職人がきっちりと施工いたしま
す。

代表 服部 敬吾



代表 椋 茂廣
住所 座間市相模が丘2-31-38

自社ＰＲ
木造住宅やアパート、マンション、工場、保育園など、幅広い業務
範囲と豊富な実績で対応致します。
新築、リフォーム、耐震診断、調査、鑑定など建物に関する事はま
ず当社へご相談下さい。
相談内容に応じて適切な工事内容を適正価格で提案いたします。



代表 谷田 康司
住所 座間市座間2-3153-2

自社ＰＲ
生まれ育った地元座間市での仕事を中心に、35年間にわたり建築設
計事務所を営んでまいりました。仕事を通じて多種多様な分野の方
と広く交流が持つことができたことは、私にとって貴重な財産にな
りました。今後も、その財産を更に大きく育んでいけるよう、事業
展開を進めていく所存です。当社の主な業務内容は、建築設計・工
事監理・木造住宅耐震診断・改修計画・宅地造成設計等を手掛けて
おります。



代表 伊藤 耕人
住所 座間市栗原中央3-17-2
ホームぺージ
https://www.koukenchiku.com

自社PR

『まずは建築士に相談してみよう！』
住宅を新築したいが？・・・最新の省エネ住宅にしたいが・・・・
住宅のリフォームをしたいが見積が適正かわからない？・・・健康住
宅とは？中古住宅を買ったけど今後大丈夫？・・・グループホームの
施設をつくりたいが？・・・デザインがイメージ出来ないので３Dで
見たい・・・どこの工務店に依頼すればいいのかわからない？
お困りの時はまずご相談下さい。

《設計を担当した施設一
例》



代表 矢島 一稔
住所 座間市ひばりが丘

4-9-27-604

自社ＰＲ
座間市内で創業して今年で１６年目になります。給湯器・トイレ等
の給排設備関係の修理工事を得意としております。お見積作成等お
気軽にお問合せください。



代表 細沼 岳史
住所 座間市明王3-8
ホームページ
http//www.sowa-home.com

自社ＰＲ
一般住宅の水廻りのリフォーム・マンションのリノベーション・高齢
者・障がいのある方に向けた住宅改修工事（介護保険制度対応）まで
お客様のニーズに合わせたよりよい空間作りのお手伝いをいたします。



代表 芦田 裕貴
住所 相模原市中央区千代田1-6-8

自社ＰＲ
リフォーム工事全般をしております。
お客様のご要望にお応えできるようなご提案をさせていただきます。
水漏れなどの急なお困り事ぼ迅速に対応させていただきます。


