1 (株)淺沼組 奈良営業所
〒630-8122

奈良市三条本町4番32号 中室ビル

2 (有)アユミ建工
〒530-0047

大阪市北区西天満3丁目4-28トータス西天満501

奈良市三条本町1番86-4号

大和高田市築山117-1

奈良市高畑町738-2

TEL：06-6945-8126

業務内容：出版物販売、資格取得
TEL：0742-34-8771

業務内容：鋼製計量建具、トイレブース、パーテーション、移動間仕切等

奈良市大宮町7-1-33 奈良センタービル2階

TEL：0742-32-1311

業務内容：CADソフト及びＯＡ機器の販売及びメンテ
奈良市大宮町5丁目4-1 スギタビル4F

TEL：0742-35-0323

業務内容：集成材、減圧乾燥ムク材製造
吉野郡吉野町大字丹治15番地1

17 三和シヤッター工業(株) 奈良統括営業所
〒630-8452

TEL：06-6445-1011

業務内容：屋根材・外壁材の製造・販売、雨といの販売

奈良市芝辻町2-10-16 ことやビル２階

16 (株)櫻井
〒639-3114

TEL：0742-62-8781

大阪市中央区城見1丁目2番27号 ｸﾘｽﾀﾙﾀﾜｰ13階

15 サイカン（株）
〒630-8115

業務内容：総合設備エンジニアリング

大阪市西区京町堀1丁目12番20号

14 小松ウオール工業(株) 奈良営業所
〒630-8115

TEL：0742-33-1221

業務内容：エレベーター、ダムウェーター、階段昇降機

13 (株)建築資料研究社 奈良支店
〒630-8114

業務内容：印刷業

奈良市大安寺6-20-8

12 ケイミュー(株) 近畿営業開発室
〒540-6013

TEL：0743-67-1703

奈良市三条大路2丁目2番6号

11 クマリフト(株)
〒550-0003

TEL：0745-65-2131

天理市成願寺町208-1

10 (株)きんでん 奈良支店
〒630-8133

業務内容：総合建設業

業務内容：総合建設業

9 共同精版印刷(株)
〒630-8013

TEL：0742-22-5001

TEL：0742-26-6011

御所市150-3

8 (株)木村建設
〒632-0058

業務内容：総合建設業

業務内容：総合建設請負業

7 (株)鍜治田工務店
〒639-2216

TEL：0745-22-2306

奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル

6 (株)尾田組
〒630-8301

TEL：0742-30-5655
業務内容：タイル・石・ブロック・レンガ・住設機器

5 (株)奥村組 奈良支店
〒630-8241

TEL：06-6311-3131

業務内容：地質調査、建設コンサルタント、リフォーム業

4 (株)上埜タイル
〒635-0071

TEL：0742-26-5225

業務内容：サイディング及びセメント中空版販売・施工

3 (株)インテコ
〒630-8122

業務内容：建設業

奈良市北之庄西町2-9-10

TEL：0746-32-0563
業務内容：各種シャッター・ドア・間仕切等の製造・施工・販売

TEL：0742-61-8575

18 （株）シーピーユー
〒540-0012

大阪市中央区谷町1-7-4 MF天満橋ビル4FA号室

19 (株)渋谷
〒633-0007

桜井市外山186-1

東大阪市高井田中4-5-1

奈良市佐紀町1番地

業務内容：土木、建築工事の企画設計監理
TEL：0744-42-9313
業務内容：製造メーカー（衛生陶器、水栓金具等）
TEL：045-522-1921
業務内容：建築設計・企画監理業
TEL：0744-23-7717

業務内容：集成材製造・販売・設計・施工
TEL：0747-26-6664
業務内容：建設業

桜井市桜井553-1

橿原市小綱町9-8

34 奈良不二サッシ販売(株)
〒630-8452

TEL：0747-22-3591

五條市住川町1297

33 奈良県建築協同組合
〒634-0811

TEL：0747-22-3232

橿原市北八木町1丁目1番8号 橿原中央ビル

32 (株)中尾組
〒633-0091

TEL：0742-30-1511

業務内容：一級建築士事務所及び補償コンサルタント業務

奈良市法華寺町190-1

31 トリスミ集成材(株)
〒637-0014

TEL：0742-35-7311
業務内容：①各種国家資格受験講座の開催
②各種セミナー開催③教材の出版

桜井市桜井281-22

30 (株)都市企画設計コンサルタント
〒634-0005

業務内容：住宅メーカー

五條市二見1丁目1番4号

29 ＴＯＴＯ(株) 奈良営業所
〒630-8001

TEL：06-6947-0695

業務内容：総合建設業 新築、耐震診断、各種リフォーム

28 (株)中和コンストラクション
〒633-0091

業務内容：法律図書

五條市本町1丁目7-11

27 (株)田原建設
〒637-0071

TEL：0745-77-4348

奈良市西大寺栄町3-27 泉谷ビル4階

26 (株)たかの建築事務所
〒637-0041

水施設、管推進、更生工事、シャープ太陽光システム特約店、オール電化

奈良市二条大路南1丁目2番33号

25 (株)総合資格 奈良支店
〒631-0822

業務内容：空調・衛生・浄化槽設備、各種リフォーム工事、上下水道・井水浄

大阪市中央区内平野町2-1-12

24 積水ハウス(株) 奈良支店
〒630-8012

TEL：0742-33-5585

香芝市下田西3-9-16

23 新日本法規出版(株) 大阪支社
〒540-0037

TEL：06-6783-8711
業務内容：設計事務所

22 新世紀建工(株)
〒639-0231

TEL：0744-43-1567
業務内容：壁式プレキャスト鉄筋コンクリート構造エレベーターシャフト

21 (株)城田設計
〒630-8003

TEL：06-6946-5311

業務内容：総合建設業、コンテナ・木材輸入販売

20 （株）昌大建設
〒577-0065

業務内容：建築ＣＡＤ、その他建築関係ソフトウェア

奈良市北之庄西町1-12-3

TEL：0744-42-3567
業務内容：
TEL：0744-22-5115
業務内容：金属製建具販売施工
TEL：0742-62-4111

35 (株)日経ＢＰ
〒630-8452

業務内容：
東京都港区白金1-17-3 ＮＢＦプラチナタワー

36 (株)伸構造事務所
〒639-0225

〒536-0022

奈良市大宮町6-4-21

奈良市山町645

豊中市大黒町3-5-26

42 （株）豊明
〒636-0021

TEL：0745-52-1115

TEL：0745-82-1371

北葛城郡広陵町大字平尾11-1

TEL：0745-55-1151
業務内容：印刷物全般、販売促進物、イベント企画・運営

奈良市南京終町3-464

TEL：0742-63-0661
業務内容：総合建設業

奈良市鳥見町1-1-3

磯城郡田原本町阪手661-1

50 (株)ランド・エコ
〒639-1028

業務内容：電気工事、電気設備等の設備事業

業務内容：総合建設業

49 ＹＫＫＡＰ(株) 関西支社 奈良支店
〒636-0247

TEL：0742-34-1461

宇陀市榛原福地610-1

48 (株)山上組
〒631-0065

TEL：0745-32-7198

業務内容：総合建設業

47 (株)明新社
〒630-8141

TEL：06-6336-0228
業務内容：アルミ、スチール、ステンレス、サッシ、
ロートアイアン、スリーストーン他

大和高田市栄町4-33

46 村本建設(株)
〒635-0822

業務内容：地盤調査、地盤改良工事

奈良市西ノ京町101-1

45 松塚建設(株)
〒633-0204

TEL：06-6261-2436

業務内容：設計事務所

44 松田電気工業(株)
〒635-0064

業務内容：空気調和設備、給排水衛生設備工事

北葛城郡王寺町畠田8-1757-3

43 (株)桝谷設計
〒630-8042

TEL：0742-61-2277

大阪市中央区南船場2-1-1

41 報国エンジニアリング(株)
〒561-0827

TEL：0742-34-2800
業務内容：鉄骨工事業

40 不二熱学工業(株)
〒542-0081

TEL：0570-550-291

業務内容：建築設計・監理

39 (株)フジテツ
〒630-8434

TEL：0745-71-2200

業務内容：建築専用３次元ＣＡＤ開発、販売

大阪市城東区永田4-15-6 深江橋ＭＨビル2階

38 (株)福本設計
〒630-8115

業務内容：構造設計

香芝市瓦口2166 フロンティアビル

37 福井コンピュータアーキテクト（株）関西営業所

TEL：03-6811-8245

TEL：0742-44-0063
業務内容：鋼製建具工事業
TEL：0744-34-5577
業務内容：地質調査、土壌汚染調査、測量

大和郡山市田中町818-4

TEL：0743-54-0418

