賛助会員からのメッセージ
団体名 住宅長期保証支援センター
専門分野 ①リフォーム事業者団体、②リノベーション事業者団体、⑨住宅履歴機関
電話番号 06-6941-2525
メールアドレス info@hws.or.jp
メッセージ

ロゴ

活性化フォーラムの協働活動を盛り上げ、まちの活力＆地域ブランド力アップ
を応援します！！

団体名 一般社団法人関西建築業協議会
専門分野 ①リフォーム事業者団体、②リノベーション事業者団体
電話番号 06-6941-2525
メールアドレス earth@kankenkyo.jp
メッセージ

ロゴ

地域工務店の力で大阪のブランド力をアップ！大阪の住まい活性化フォーラム
に期待します。

団体名 一般社団法人大阪府木材連合会
専門分野 ①リフォーム事業者団体
電話番号 06-6538-7524
メールアドレス mokosaka@leaf.ocn.ne.jp

ロゴ

メッセージ 木材を活用したリフォーム、リノベーションに期待しております。

団体名 株式会社コスモシステム
専門分野 ⑩その他（不動産鑑定・調査）
電話番号 06-6227-0521
メールアドレス kazuhiro.sakurai@cosmosystem.biz
メッセージ

ロゴ

創業２７年目、不動産鑑定・調査を全国展開。既存住宅の市場価値アップを期
待しています。

団体名 住空間創造ゆいまーるClub（大栄住宅）
専門分野 ①リフォーム事業者、②リノベーション事業者、⑤住宅流通事業者
電話番号 06-6354-5151
メールアドレス mailto:info@yui-maru.net
メッセージ

ロゴ

中古住宅に住まう人が安心・快適に生活が送れるリノベーションを施し社会の
一役を担っていきます。

団体名 サンヨーリフォーム株式会社
専門分野 ①リフォーム事業者、②リノベーション事業者、③建築士事務所
電話番号 06-6578-3491
メールアドレス
メッセージ

ロゴ

for the best lifeをモットーに大阪の住まい活性化を推進する力に微力ながら
賛助させて頂きます。

団体名 株式会社日住サービス
専門分野 ①リフォーム事業者、⑤住宅流通事業者
電話番号 06-6343-1943
メールアドレス info@nichiju.co.jp
メッセージ

メッセージ：住まい活性化フォーラムで、安心・安全な不動取引と快適な住ま
いづくりに貢献してまいります。

ロゴ

団体名 株式会社平田タイル
専門分野 ⑤住宅流通事業者
電話番号 06-6532-1232
メールアドレス hiratainfo@hiratatile.co.jp
メッセージ

創意と情熱と技術をもって、ユニークな企業として、大阪の住まいの活性化に
貢献します。

団体名 株式会社シンプルハウス
専門分野 ②リノベーション事業者、①リフォーム事業者、③建築士事務所
電話番号 0120-184-012
メールアドレス info@simplehouse.co.jp
メッセージ

ロゴ

提案型リノベーションの数多くの実例から大阪住まいの活性化にご提案しま
す。

団体名 ＴＯＴＯ株式会社
専門分野 ⑥建材・設備メーカー
電話番号 0120-03-1010
メールアドレス
メッセージ

ロゴ

私たちは水まわりのトップメーカーとして大阪の住まいの活性化に貢献しま
す。

団体名 阪急阪神不動産株式会社
専門分野

①リフォーム事業者、②リノベーション事業者、④住宅開発事業者、⑤住宅流
通事業者

電話番号 0120-67-1046
メールアドレス kojyou-akihiro@hankyurealty.jp
メッセージ

ロゴ

阪急阪神ホールディングスグループの一員として、大阪の住まいの価値創造、
活性化に貢献します。

団体名 牧主都市開発株式会社
専門分野

①リフォーム事業者、②リノベーション事業者、④住宅開発事業者、⑤住宅流
通事業者

電話番号 072-938-9566
メールアドレス system@makinushi.co.jp
メッセージ

ロゴ

当社は地域密着で創業３６年。南大阪・奈良を中心に住まいの活性化に貢献し
ます。

団体名 株式会社住宅あんしん保証
専門分野 ⑦瑕疵担保保険法人、⑨住宅履歴機関、⑩住宅性能評価機関
電話番号 06-6232-5033
メールアドレス toia87@j-anshin.co.jp
メッセージ

リフォームや売買に「瑕疵保険」のあんしんをお届けし、大阪の住まいの活性
化をサポートします。

ロゴ

団体名 有限会社工房サト
専門分野 ②リノベーション事業者
電話番号 06-6474-2326 （ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ

0120-264-137）

メールアドレス saito-yasuko@agua.co.jp
メッセージ

ロゴ

変化に対応した住まい方を大胆な発想とデザイン力で再構築し大阪の住まいづ
くりに貢献します。

団体名 近鉄不動産株式会社
専門分野 ①ﾘﾌｫｰﾑ事業者、③建築士事務所、④住宅開発事業者、⑤住宅流通事業者
電話番号 06-6776-3057
メールアドレス master@kintetsu-re.co.jp
メッセージ

ロゴ

住まいづくりで培った経験と実績や近鉄グループの総合力で、大阪の住まいの
活性化に貢献します。

団体名 株式会社ユニソン
専門分野 ⑥建材・設備メーカー
電話番号 06-6228-7820
メールアドレス karasaki@unsn.co.jp
メッセージ ガーデンエクステリアメーカーとして、大阪の住まいの活性化に貢献します。

団体名 ㈱ＬＩＸＩＬ
専門分野 ⑥建材・設備メーカー
電話番号 06-6615-2705
メールアドレス e-kozuka@lixil.co.jp
メッセージ

ロゴ

住生活の総合メーカーとして、優れた製品とサービスを通じて大阪の住まいの
未来に貢献します。

団体名 山下硝子建材㈱
専門分野

①リフォーム事業者、⑤住宅流通事業者、⑥建材・設備流通事業者、⑦瑕疵保
険事業者、⑩補助金申請代行事業者

電話番号 06-6771-7341
メールアドレス 1@y-gk.com
メッセージ

ロゴ

大阪の窓を良くするをモットーに新築・リフォーム補助金、保証・保険の申請
代行もしております。

団体名 日本ペイントホールディングス株式会社
専門分野 ⑥建材・設備メーカー
電話番号 06-6455-9326
メールアドレス info-rb@npc.nipponpaint.co.jp

ロゴ

メッセージ ペイントの力で大阪の活性化と快適な空間作りに貢献します

団体名 NPO法人『人・家・街 安全支援機構』
専門分野 ① リフォーム事業者、② リノベーション事業者、③ 建築士事務所
電話番号 06-6456-1010
メールアドレス info@npo-lso.info
メッセージ 当法人は、安心で安全な環境づくりを目的に市民の暮らしに貢献しています。

ロゴ

団体名 これから大家の会
専門分野 ① リフォーム事業者、② リノベーション事業者
電話番号 06-6484-7426

ロゴ

メールアドレス info@start-owner.com
メッセージ 不動産を通じ未来へ繋ぐ力を学び、大阪の住まいの活性化に貢献します。

団体名 大阪府中小建設業協同組合（建設コープおおさか）
専門分野

① リフォーム事業者

②リノベーション事業者

⑩ その他(住まいの相談窓

口)

電話番号 06-6533-1675

ロゴ

メールアドレス naka@kensetu-co-op.com
メッセージ

安心・安全で快適な住まいづくりのご相談、人にやさしい、街づくりと活性化
に貢献します。

団体名 アジア太平洋トレードセンター株式会社（ATC輸入住宅促進センター）
専門分野 ⑩ その他：輸入住宅・部材・設備機器の常設展示場
電話番号 06-6615-5432 （10：00～18：00・水曜日休館）

ロゴ

メールアドレス http:///www.atc-ihpc.com (HPよりお入り下さい)
メッセージ

輸入住宅・部材・設備機器を中心としたリフォームコーナーをH25年6月に開
設しました。

団体名 株式会社ノーリツ
専門分野 ⑥ 建材・設備メーカー
電話番号 0120-911-026

ロゴ

メールアドレス
メッセージ

人や地球に配慮した製品・サービスの提供で、住まいをまるごと心地よく、そ
んな住まいづくりに貢献します。

団体名 NPO法人
専門分野

信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会

①リフォーム事業者団体

②リノベーション事業者団体

③建築士事務所

➉

その他（住まいの相談窓口）

電話番号 0120-46-5578

ロゴ

メールアドレス yyy@iwaiwoods.co.jp
メッセージ

耐震診断・補強、省エネ、バリアフリー等、安全で快適な住環境を専門家とと
もにサポートします。

団体名 NPO法人

社の極

専門分野 ①リフォーム事業者

②リノベーション事業者

③建築士事務所

電話番号 06-4800-2720

ロゴ

メールアドレス info@yashironokiwami.com
メッセージ

耐震・新築・リフォームの相談から、日本の伝統建築の保全まで大阪の住まい
活性化を応援します。

団体名 NPO法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会（略称 福医建研究会）
専門分野

③ 建築士事務所、⑩ その他

バリアフリーリフォームなど、住居改善に関わ

る活動に取り組む多分野の専門家集団

電話番号 06-6231-1277
メールアドレス info@fuku-i-ken.net
メッセージ

高齢・障害者の安全で快適な生活には、各分野の専門家が連携して住居改善に
取組むことが重要です。

団体名 近畿外壁仕上業協同組合
専門分野 ① リフォーム事業者
電話番号 06-6533-0768

ロゴ

メールアドレス kgs@abeam.ocn.ne.jp
メッセージ

当組合は仕上工事や防水工事を通して大阪の街に明るさと快適さを提供し、社
会に貢献します。

団体名 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
専門分野 ⑩ その他（耐震診断・耐震補強）
電話番号 0120-816-750

ロゴ

メールアドレス service_osaka@mokutaikyo.com
メッセージ

全国で16万棟の耐震診断と4万5千棟の耐震補強実績。府民の皆様に安全安心
をお届け致します。

団体名 大阪屋根工事業協同組合
専門分野 ①

リフォーム事業者

電話番号 06-6585-1123

ロゴ

メールアドレス info@osaka-yane.com
メッセージ

当組合は屋根工事のプロフェッショナル集団です。新築から修理まであらゆる
ご相談にお答えし、最適なご方法をご提案いたします。

団体名 株式会社ＪＦＤクリエイティブサポート
専門分野 ①リフォーム事業者

③建築士事務所、⑩その他

瑕疵担保保険検査事業者

電話番号 06-6531-3314
メールアドレス info@reformshien.com
メッセージ

ロゴ

地盤・建物・法律など不動産に関する多分野において、住まい活性化事業を応
援致します。

団体名 大阪司法書士会
専門分野 ⑩その他（司法書士法第３条及び第２９条に規定されている業務）
電話番号 06-6941-5351
メールアドレス solicitor@osaka-shiho.or.jp

ロゴ

メッセージ 土地、建物に関する法務を通じて、大阪の住まいの活性化に貢献します。

団体名 一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会
専門分野 ⑩ その他（公認不動産コンサルティングマスターの専門研究団体）
電話番号 06-6441-0881
メールアドレス info@oreca.jp
メッセージ

ロゴ

不動産に関する総合的な専門研究団体として、大阪の住宅市場の活性化や地域
力向上に貢献します。

団体名 株式会社ダイコク
専門分野 ⑩その他

（建築資材販売・住宅ローン取り扱い）

電話番号 072-222-8106
メールアドレス j.kamikawa@daikokugroup.co.jp
メッセージ

住まいのトータルサプライヤーとして、大阪の快適住宅の創造と活性化に貢献
します。

ロゴ

団体名 一般社団法人 既存住宅・空家プロデュース協会
専門分野 ⑩その他
電話番号 06-6941-8336

ロゴ

メールアドレス info@hws.or.jp
既存住宅・空家 所有者からの相談業務、情報の公開などを通じて既存住宅へ
メッセージ の不安解消による流通促進、さらには空家の適正管理や利活用、除却等の促進
を進め大阪の住まい活性化に貢献します。

団体名 大阪土地家屋調査士会
専門分野 ⑩その他（土地家屋調査士法第３条に規定されている業務）
電話番号 06-6942-3330
メールアドレス
土地の境界、土地・建物の表示に関する登記について住まいの活性化に寄与し
メッセージ ます。
URL：http://www.chosashi-osaka.jp

団体名 大阪弁護士会
専門分野 ⑩その他（不動産その他の紛争の予防・解決の専門職団体）
電話番号 06-6364-1681（大阪弁護士会司法課）
メールアドレス
専門職集団として，不動産をめぐる幅広い視点から，府民の住生活向上や大阪
メッセージ の活性化を支えます。
URL：http://www.osakaben.or.jp/

団体名 株式会社フル・プラス
専門分野

① リフォーム事業者、② リノベーション事業者、③ 建築士事務所、⑩ その
他（空家・空き地活用事業）

電話番号 06-6944-3072

ロゴ

メールアドレス n-kinosita@fullplus.co.jp
メッセージ

昨今問題となっている空家や狭小地を有効活用することによって地域の活性化
に貢献します！

団体名 株式会社ＴＨＵＭＢ‘Ｓ
専門分野

::(株)サムズ::

① リフォーム事業者、② リノベーション事業者、⑤ 住宅流通事業者、⑩その
他（古民家鑑定

損保代理店）

電話番号 072-865-1852
メールアドレス info@thumbs-garden.com
メッセージ

ロゴ

古民家と空家を大切に受け継ぎ安全な活用と流通の促進で、住まいの活性化に
貢献致します。

団体名 カザールホーム
専門分野

① リフォーム事業者、② リノベーション事業者、③ 建築士事務所、⑩その他
（不動産（売買・賃貸）仲介・インスペクション）

電話番号 072-237-8181
メールアドレス hisa@cazal.co.jp
建築・不動産をワンストップで提供。お金を極力かけない空家対策で活性化を
メッセージ

お手伝いします。
http://www.cazal.co.jp（カザールホーム）
http://www.diynoie.com （ＤＩＹの家）

ロゴ

団体名 一般社団法人

住宅長期支援センター

専門分野 ⑨住宅履歴情報
電話番号 06-6941-8336
メールアドレス info@holsc.or.jp
メッセージ

ロゴ

建築・不動産をワンストップで提供。お金を極力かけない空家対策で活性化を
お手伝いします。

団体名 NPO法人日本ホームインスペクターズ協会近畿エリア部会
専門分野 ⑩ その他

（インスペクション専門機関）

電話番号 072-847-2187
メールアドレス kansai@jshi.org

ロゴ

メッセージ ホームインスペクションのパイオニア、住宅診断は私たちにお任せ下さい！

団体名 インスペクション関西有限責任事業組合
専門分野 ⑩ その他

（インスペクション専門機関）

電話番号 050-3786-4488
メールアドレス info@ikllp.net
メッセージ

ロゴ

安心した中古住宅取引の為、インスペクションで大阪の住まいの活性化に貢献
します！

団体名 大阪府行政書士会
専門分野 ⑩その他（行政書士法に規定されている業務）
電話番号 06-6943-7501
メールアドレス info@osaka-gyoseishoshi.or.jp
メッセージ

ロゴ

空家・空地・住まいの有効利用など様々な場面で必要な手続きをお手伝いしま
す。

団体名 サンヨーホームズ株式会社
専門分野 ③ 建築士事務所、④ 住宅開発事業者、⑤ 住宅流通事業者
電話番号 06-6578-3470
メールアドレス info-osaka2@sanyohomes.co.jp
メッセージ

ロゴ

総合「住生活」提案企業として新築及び既存住宅流通の活性化をはかり、お客
様に合った住まいの提案を行います。

団体名 株式会社

池田泉州銀行

専門分野 ⑧金融機関
電話番号 06-6375-3637
メールアドレス k_bunrin@sihd-bk.jp
メッセージ

空き家に関する様々なニーズに、金融商品（空き家対策応援ローン）を通じ
て、お応え致します！

団体名 公益社団法人 大阪府不動産鑑定士協会
専門分野 ⑩ その他（不動産の価格、賃料等に関する専門職団体）
電話番号 06-6203-2100
メールアドレス main@rea-osaka.or.jp
メッセージ

不動産の価格、賃料に関する専門家集団です。不動産にかかわる様々なご相談
にお答えいたします。

ロゴ

団体名 近畿税理士会
専門分野 ⑩ その他（税務に関する専門家団体）
電話番号 06-6941-6886

ロゴ

メールアドレス
メッセージ

土地、建物に関する税務を通じ、大阪の住まいの活性化と住生活向上、地域力
向上に貢献します。

団体名 アムスエコ株式会社
専門分野 ① リフォーム事業者、⑩ その他（再エネ商品の施工販売・新電力販売）
電話番号 06-4390-7123

ロゴ

メールアドレス info@amseco.jp
メッセージ

「豊かな暮らしの創造」をコンセプトに、「再生可能エネルギー＆新電力」で
活性化に貢献します。

団体名 パナソニック（株）ブランドコミュニケーション本部

パナソニックセンター大阪

専門分野 ⑩ その他
電話番号 06-6377-1700

ロゴ

メールアドレス
メッセージ

コンシェルジュサービスや住空間展示を通じて、憧れのくらしをかなえるサ
ポートをします！

団体名 株式会社

長井工務店

専門分野 ①リフォーム事業者、②リノベーション事業者
電話番号 075-961-0304
メールアドレス info@nagai-komuten.co.jp
メッセージ

大工の手刻み・セルフリフォーム事業で、おおさか地域創造ファンドの採択事
業者になりました。

団体名 一般社団法人
専門分野

ロゴ

さかい空き家バンク

⑩ その他（２０１６年、空き家問題に取り組むため、弁護士初め士業、不動
産業、建設業などから結集した団体）

電話番号 072-242-6720
メールアドレス info@akiyab.com
メッセージ

堺の空き家問題解決を通して、大阪の住まい活性化に少しでも寄与したい。
ＨＰ：https://akiyab.com/

団体名 NPO法人 空家・空地管理センター
専門分野 ⑩ その他（空き家・空地の管理、空き家・空地の活用に関する相談業務）
電話番号 0120-336-366
メールアドレス contact@akiya-akichi.or.jp
メッセージ

ロゴ

「放置空き家を無くす」という信念のもと、所有者に寄り添い、様々な空き家
の問題解決にて貢献致します。

団体名 一般社団法人相続ファシリテーター協会
専門分野 ⑩ その他（相続相談）
電話番号 03-6804-6298
メールアドレス info@jifa-c.net
メッセージ

お住まいの家、空き家、所有物件、すべて相続は関係します。相続の幅広い相
談に応じます。

ロゴ

団体名 一般社団法人整理収納から始める空き家活性化プロジェクト
① リフォーム事業者

② リノベーション事業者

③ その他（整理収納、サー

専門分野 ビス、遺品整理サービス、暮らし相談窓口、住宅検査、相続相談、不動産相
談）
電話番号 072-746-8542

ロゴ

メールアドレス akiyapuro.teian@gmail.com
メッセージ

整理収納アドバイザーの立場から空家の家財、心の整理を通して活性化フォー
ラムを応援します！！

団体名 特定非営利活動法人空き家・空き地相談センター
専門分野 専門士業のプロ集団
電話番号 06-6452-3912

ロゴ

メールアドレス syz007@ceres.ocn.ne.jp
メッセージ

空家の活性化

有効利用等、人々の安心・安全

街の美化に貢献し総合的な視

点で提案、助言致します。

団体名 ＮＰＯ法人

空き家サポートセンター

専門分野 ⑩その他（空き家等の問題を総合的に支援する活動）
電話番号 072-736-0531
メールアドレス hideshi.g0704175＠gaia.eonet.ne.jp
メッセージ

ロゴ

空き家・空き土地、相続、遺言、登記、税金等の相談とセミナ－を有資格者が
総合的に支援します。

団体名 株式会社

日本保証

専門分野 ⑧金融機関
電話番号 06-7636-0142
メールアドレス nh-eigyou-all@nihon-hoshou.co.jp
メッセージ

空家問題に対して、銀行の保証会社として積極的に取り組み、地域社会へ貢献
していきます。

団体名 株式会社マイダス
専門分野 ⑩その他（空地・空家買取専門業者）
電話番号 0120-106-833
メールアドレス info@midas.main.jp
メッセージ

空地・空家でお困りのお客様所有不動産多数買取っております！
深刻な空家問題・相続物件、買取専門マイダスへお任せ下さい！

団体名 住宅保証機構株式会社
専門分野 ⑦瑕疵担保保険法人
電話番号 06-6228-7666
メールアドレス kansaisiten@mamoris.jp
メッセージ

中古住宅流通やリフォーム・リノベーションの際にご活用いただける瑕疵保険
をご用意することで大阪のまちづくりをお手伝いします。

ロゴ

団体名 NPO法人全国空家問題相談センター
専門分野 ⑩その他（お困りの「空家問題」解決の為に強力にサポート）
電話番号 0120-927-486
メールアドレス info@akiya-kaiketu.org
メッセージ

①再建築不可物件②共有不動産③借地権付建物に起因する「空家問題」解決に
強み。是非ご相談を‼

