
一般社団法人リノベーション協議会 2023年4月6日時点

当協議会において安心Ｒ住宅の標章使用の許諾を得た構成員（安心Ｒ構成員）の一覧　　　　　　114社　（あいうえお順）

商号または名称 主たる事務所の所在地

1 アートテラスホーム株式会社 神奈川県横浜市金沢区六浦3-1-10 

2 株式会社アーバンレジデンシャル 福岡県福岡市中央区大名2-8-17伊藤久ビル5階

3 アールハウジング株式会社 熊本県荒尾市荒尾4186-32 

4 株式会社アイビーアイ 東京都中央区東日本橋2-4-3 アドバンテージ?ビル3F

5 株式会社網代建設 山形県米沢市竹井1657-1 

6 株式会社あすなろ設計事務所 静岡県静岡市駿河区高松2-28-3 

7 穴吹興産株式会社 香川県高松市鍛冶屋町7-12 

8 アライフ株式会社 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階

9 アルファ住宅販売名古屋株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通2-41-2 瑞音ハイツ1F

10 株式会社アルフレッシュ 三重県津市修成町18-28 

11 イーコンセプト株式会社 宮城県仙台市青葉区中央3-4-12 

12 石井工務店株式会社 長野県上田市築地535-7 

13 株式会社イデアルシーク 東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル7F

14 株式会社イトウ林産 岐阜県郡上市八幡町那比291 

15 株式会社稲商 大阪府堺市中区東山66-1 

16 株式会社インテリックス 東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル11Ｆ

17 株式会社インフィニティー 新潟県長岡市神田町3-4-5 

18 株式会社ウッディ 愛知県名古屋市中川区太平通6-11 

19 株式会社エイチ・エス・ホーム 東京都板橋区徳丸6-9-28 フラウズ１F

20 株式会社エコラ 宮城県仙台市青葉区春日町9-15 チュリス春日町3F

21 エステイトジャパン株式会社 愛知県名古屋市名東区藤森西町201 

22 株式会社N’s Create． 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-21 上杉NSビル

23 株式会社FGGコーポレーション 神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内6階

24 株式会社エフステージ 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル3階

25 エルスイッチ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-6 

26 オークラヤ住宅株式会社 東京都千代田区麹町4-5-22 オークラヤ麹町ビル

27 株式会社OKUTA 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25 OKUTA Familyビル

28 株式会社桶庄 愛知県名古屋市東区主税町4-48 

29 株式会社ガイアフィールド 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷4-11-2 

30 開南エステート株式会社 東京都葛飾区亀有2-16-7 本井ビル1Ｆ

31 有限会社カントリーガーデン 秋田県仙北郡美郷町本堂城回新谷尻202-3 

32 九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター

33 近鉄不動産株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 上本町新歌舞伎座ビル

34 銀杏開発株式会社 熊本県熊本市北区津浦町32-2 

35 株式会社grooveagent 東京都港区北青山2-12-42 秀和第2北青山レジデンス705号室

36 グローバルベイス株式会社 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー23F

37 京浜急行電鉄株式会社 神奈川県横浜市西区高島1-2-8 

38 株式会社コクホーシステム 神奈川県藤沢市辻堂元町1-3-22 

39 株式会社コスモスイニシア 東京都港区芝5-34-6  新田町ビル

40 株式会社財産コンサルティング 秋田県秋田市保戸野原の町8-27 

41 株式会社サジェスト 東京都渋谷区広尾1-7-20 

42 株式会社サンウッド 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル

43 サンヨーホームズ株式会社 大阪府大阪市西区西本町1-4-1 

44 株式会社しあわせな家 神奈川県横浜市神奈川区高島台27-1 ブローテ横浜高島台モール棟

45 シーズクリエイト株式会社 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル

46 G-FLAT株式会社 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-24

47 志賀塗装株式会社 福島県いわき市小名浜字古湊45-1 

48 Japan. asset management株式会社 東京都港区白金5-12-24 T Bldg.shirokane2F

49 株式会社ジャパンプライムムーバ 東京都港区芝4-13-2 田町フロントビル9F

50 株式会社住宅工営 東京都八王子市旭町11-5 CP-6ビル2階

51 正栄産業株式会社 富山県富山市二口町5-10-6 

52 株式会社シンプレクス・リアルティ 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー6F

53 株式会社スマイルサポート 茨城県つくば市竹園2-3-17 第1－ＩＳＳＥＩビル

54 住みかえ計画 北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地343-3 

55 住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

56 株式会社ゼウス・リアル 東京都渋谷区恵比寿南3-7-3 ミュール代官山6F

57 株式会社ゼニアス 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー18F

58 株式会社大京穴吹不動産 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-19-18 オリックス千駄ヶ谷ビル

59 タカノホーム株式会社 富山県富山市今泉西部町7-1 

60 タマホーム株式会社 東京都港区高輪3-22-9 タマホーム本社ビル
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61 株式会社中央住宅 埼玉県越谷市南越谷1-21-2 

62 株式会社TeachPlus 沖縄県那覇市松島1-15-5メゾンシュエット101

63 東急住宅リース株式会社 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス16階

64 東宝ホーム株式会社 福岡県北九州市小倉北区下到津4-9-2 　

65 株式会社東洋コーポレーション 千葉県八千代市緑が丘西2-12-1 

66 株式会社都市環境企画 東京都千代田区神田錦町2-5-1 神田坂田ビル7F

67 株式会社鳥屋野不動産 新潟県新潟市中央区鳥屋野2-13-22 

68 株式会社ナイスメイトコーポレイション 愛知県名古屋市西区城西3-3-13 

69 ナグラ産業株式会社 愛知県名古屋市北区石園町3-22 

70 株式会社ナサホーム 大阪府大阪市北区角田町8-1　 梅田阪急ビルオフィスタワー17Ｆ

71 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-5-7 博多センタービル

72 株式会社NIPPO 東京都中央区京橋1-19-11 

73 株式会社ニューユニークス 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT

74 株式会社ネクサス・アールハウジング 千葉県市川市南大野1-14-2 

75 株式会社NENGO 神奈川県川崎市高津区溝口2-15-1 

76 野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル

77 株式会社はぴりの 福岡県福岡市南区大楠1-5-10 コンフォール高宮東

78 阪急阪神不動産株式会社 大阪府大阪市北区芝田町1-1-4 阪急ターミナルビル内

79 東日本住地株式会社 埼玉県草加市新善町315-10 101

80 ファーストリア株式会社 東京都渋谷区恵比寿西1-10-7 MMSビル3F

81 フォレストガーデン株式会社 東京都港区赤坂3-4-3 赤坂ゲイトウェイビル6F

82 株式会社福屋アセットマネジメント 大阪府大阪市北区曽根崎2-3-5 梅新第一生命ビルディング10F

83 ふくろう不動産株式会社 福岡県福岡市東区名島4-31-13 

84 株式会社ブライトシェア 東京都新宿区西新宿6-16-9 西新宿PINE NEEDLE 3F

85 株式会社ブルースタジオ 東京都中央区築地4-5-9 築地安田第2ビル4階

86 株式会社プレシャス 東京都新宿区西新宿7-18-18 新宿税理士ビル別館3F

87 株式会社ベストランド 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市谷ビル

88 株式会社ホームセレクション 東京都中野区東中野3-14-1 グリーンビル糠信7F

89 株式会社ホームネット 東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12F

90 株式会社ホームプラザ 埼玉県草加市高砂2-19-25 

91 株式会社北王 北海道帯広市西7条北1-11 

92 株式会社北陸総合建設 富山県富山市掛尾町230-1 

93 株式会社マイプレイス 東京都中央区日本橋小舟町8-1 ヒューリック小舟町ビル6F

94 株式会社マエダハウジング不動産 広島県広島市中区八丁堀10-14 八丁堀マエダビル3F

95 株式会社まごころ本舗 新潟県五泉市駅前1-4-20 

96 株式会社ミクニ 福岡県北九州市小倉北区紺屋町12-4 大樹生命ビル1F

97 三菱地所レジデンス株式会社 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

98 株式会社未来都市開発 東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル1F

99 明和地所株式会社 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル

100 ＭＥＴＤｅｓｉｇｎＨｏｍｅ株式会社 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-71 ソシオ大宮4F

101 株式会社モリモト 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング14F

102 ヤマイチ株式会社 富山県富山市野口812 

103 株式会社ユナイテッドスタイル 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町10-1 ナイスアーバン反町公園壱番館102B

104 株式会社Ｌａｚｏ 東京都三鷹市上連雀2-4-3大商ビル7階

105 株式会社LANDICリアルティ 福岡県福岡市中央区天神4-1-17 博多天神ビル10F

106 株式会社リアークスファインド 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE 6F

107 株式会社リアル 愛知県名古屋市中区新栄2-1-34 リアル新栄ビル1F

108 リアレスト株式会社 神奈川県横浜市中区常盤町5-57竹内ビル5階

109 リナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-37-10 1階 

110 リノクラフト株式会社 愛知県豊橋市大橋通3-53 

111 株式会社リノリビング 福岡県福岡市南区向野1-3-16 R-BLDG1F

112 株式会社リビタ 東京都目黒区三田1-12-23 

113 株式会社リリーフ 熊本県熊本市中央区水前寺6-50-21 

114 株式会社REINT 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-10 

115

116

117

118

119

120


