
FAX

0545-61-2734 0545-61-6757

0545-61-0296 0545-64-0776

0545-52-0400 0545-53-4655

0545-52-5101 0545-53-2477

0545-61-0839 0545-64-3082

0545-61-4002 0545-64-6422

0545-63-0051 0545-61-8405

0545-71-3539 0545-71-7893

0545-61-5133 0545-64-6826

0544-26-0010 0544-24-5232

0545-21-8253 0545-21-8284

代表取締役　石井　誠
〒416－8659　　富士市水戸島元町4－10

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者
許　　可　　業　　種

一　　般 特　　定

　【ア～オ】

土建管舗

178 井出徳建設㈱ 代表取締役　井出　清徳
〒416－0931　　富士市蓼原43番地

土建舗解

149 ㈱井出組 代表取締役　井出　勇次
〒417－0033　　富士市島田町2－115

管

土建舗㈱石井組

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

住　　　　　　所

244

247 ㈱エイコウサービス 代表取締役　北條　靖
〒419－0201　　富士市厚原2022番地の1

土管しゅ

土建舗水

208 植田建設㈱ 代表取締役　植田　眞市
〒416－0909　　富士市松岡573番地の3

土舗

21 井上建設㈱ 代表取締役社長　井上　有之
〒416－0931　　富士市蓼原49－11

〒417－0052　　富士市中央町1－8－24

土建舗

241 岡本建設工業 代表　岡本　 清
〒417－0001　　富士市今泉3917－9

土

152 ㈱大石組 代表取締役　清　哲也
〒418－0073　　富士宮市弓沢町635

管

143 遠藤建設㈱ 代表取締役　遠藤　夏美
〒416－0931　　富士市蓼原54－7

土建舗

61 ㈲新井塗装店 代表取締役　新井　隆人
〒416－0907　　富士市中島135番地の3

塗防

238 ㈱磯野工業所 代表取締役　磯野　裕一



FAX

0545-63-2340 0545-63-2341

0545-63-7900 0545-61-8064

0545-71-3556 0545-71-6686

0545-66-3000 0545-66-3003

0545-51-1299 0545-53-3773

0545-71-8200 0545-71-8212

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【カ～コ】

特　　定

182 ㈱開成 代表取締役　山本　隆
〒416－0909　　富士市松岡1818－19

と舗解

250 ㈱勝又組 代表取締役　勝又　孝
〒419－0202　　富士市久沢81番地

土管舗

43 影山工業㈱ 代表取締役　影山　仁志
〒416－0909　　富士市松岡401－13

土建舗園

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

206 ㈲旭洋建設 代表取締役　鈴木　一男
〒417－0852　　富士市原田986－3

土舗

184 協和塗装㈱ 代表取締役　後藤　政博
〒416－0907　　富士市中島416番地

塗防

110 ㈱銀映塗装 代表取締役　望月　郁次郎
〒419－0201　　富士市厚原1050－3

塗防



FAX

0545-35-0233 0545-35-2898

0545-71-3358 0545-71-3335

0545-33-0770 0545-33-0771

0545-52-3973 0545-52-7140

0545-52-2587 0545-52-8762

0545-73-2508 0545-73-2509

0545-71-3376 0545-72-1943

0544-23-2245 0544-27-3708

0545-61-2037 0545-61-4823

0545-73-1111 0545-73-1112

0544-26-5354 0544-26-1718

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【サ～ソ】

特　　定

157 佐野管工業㈱ 代表取締役　佐野　鈴子
〒417－0801　　富士市大渕3472番地

管

土舗

207 ㈲佐野塗装店 代表取締役　清　憲二
〒417－0013　　富士市鈴川中町3－32

塗

92 ㈱佐野組 代表取締役　佐野　一二三
〒419－0205　　富士市天間1341－1

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

203 ㈱三和工務店 代表取締役　遠藤　祐佐
〒417－0061　　富士市伝法1659－15

土建舗塗防

83 サンコー防災㈱ 代表取締役　鈴木　文三
〒417－0058　　富士市永田北町9－15

電管通消

218 ㈲植樹園 代表取締役　植松　信雄
〒419－0202　　富士市久沢947－2

土園

31 ㈱正興 代表取締役　宇佐美　良二
〒419－0201　　富士市厚原328－28

土建塗防

土舗

18 ㈱鈴正組 代表取締役　鈴木　正博
〒416－0945　　富士市宮島999番地の1

土と舗

194 ㈱鈴木組 代表取締役　鈴木　源士
〒418－0022　　富士宮市小泉362－6

235 清建設㈱ 代表取締役　清　一敏
〒418－0032　　富士宮市浅間町8番12号

土管

228 ㈱須走総合企画 代表取締役　鈴木　和子
〒419－0201　　富士市厚原字八反田202番地の2

土と舗しゅ



FAX

0545-52-5220 0545-52-4370

0545-51-8213 0545-51-0986

0544-23-3636 0544-23-3634

0545-61-1985 0545-64-4887

0545-34-0125

0544-23-6100 0544-26-9492

0545-52-6798 0545-52-6838

0544-27-5151 0544-26-5234

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

塗防

特　　定

186 ㈱大松園 代表取締役　渡井　清視
〒417－0001　　富士市今泉2116－3

土と園

㈱坪井土建 代表取締役　坪井　光雄
〒418－0047　　富士宮市青木1285－1

　【タ～ト】

20 ㈱田中機械工業所 代表取締役　田中　實
〒416－0946　　富士市五貫島字靖国793番地

鋼機

202 ㈱大忠建設 代表取締役　大塚　忠則
〒417－0001　　富士市今泉3569－2

土舗

164 ㈱高岡塗装 代表取締役　高岡　正年
〒418－0044　　富士宮市大中里1740－1

追3 司道路㈱ 代表取締役　大島　一士
〒417－0847　　富士市比奈1286番地の12

土舗

188 ㈱トモエ商会 代表取締役　望月　雅貴
〒418－0065　　富士宮市中央町7番15号

電機

土舗

222 東名電機㈱ 代表取締役　上柳　正仁
〒417－0001　　富士市今泉1774番地の1

電

142



FAX

0545-71-3001 0545-71-3557

0545-34-0343 0545-38-2710

0545-71-2150 0545-71-8179

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

土舗

特　　定

14 ㈱中村塗装店 代表取締役　鈴木　誠一郎
〒417－0847　　富士市比奈798－8

塗防

　【ナ～ノ】

44 長橋建設㈱ 代表取締役　長橋　史幸
〒419－0205　　富士市天間1387－1

土建舗水80 ㈱西尾組 代表取締役　西尾　武博
〒419－0204　　富士市入山瀬2－2－6

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

受付
番号



FAX

0545-52-0433 0545-52-9776

0545-21-5082 0545-22-4130

0544-27-8913 0544-23-6412

0545-52-2758 0545-52-0304

0545-63-0131 0545-63-5738

0545-52-2090 0545-52-7849

0545-35-0105 0545-35-0954

0545-61-1274 0545-64-8353

0545-32-0730 0545-32-0733

0545-33-0858 0545-32-0058

0545-53-3430 0545-53-0903

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ハ～ホ】

特　　定

97 ㈲ハギワラ 代表取締役　田中　成佳
〒417－0001　　富士市今泉533－1

と鋼

13 ㈱ひかり設備 代表取締役　佐野　匡哉
〒418－0022　　富士宮市小泉2348番地の8 土建電管舗内

水

197 ㈲服部組 代表取締役　服部　信男
〒417－0807　　富士市神戸495

土舗

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

60 ㈱藤島組 代表取締役　遠藤　典生
〒417－0055　　富士市永田町1丁目66番地

土建舗

165 ㈲平林土建 代表取締役　平林　昇
〒417－0061　　富士市伝法1833－1

土建舗

162 ㈱富士協和 代表取締役　時田　清輝
〒416－0947　　富士市宮下467－5

土と舗解

120 富士ロードサービス㈱ 代表取締役　鈴木　誠治
〒417－0002　　富士市依田橋388番地の1

土しゅ

240 ㈲富士造植園 代表取締役　藤田　秀勝
〒417－0801　　富士市大渕8231

と園

電

227 ㈱船山組 代表取締役　船山　勝
〒416－0937　　富士市前田675番地

土舗

22 富士電設㈱ 代表取締役　仲澤　　修
〒416－0944　　富士市横割6－18－14

通消

173 ㈱プランニング富士 代表取締役　鈴木　和彦
〒417－0056　　富士市日乃出町86番地

と鋼内



FAX

0545-52-3030 0545-52-3528

0545-33-2953 0545-33-2970

0544-27-0770 0544-27-0636

0545-71-2640 0545-71-9637

0545-61-0592 0545-64-7708

0545-52-5597 0545-52-6687

0544-28-3025 0544-28-3026

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【マ～モ】

特　　定

127 松本工業㈱ 代表取締役　佐藤　千枝子
〒417－0051　　富士市吉原1－11－8

塗防 土建舗

土舗

192 ㈱三与建設 代表取締役　三尾　祐一
〒418－0075　　富士宮市田中町1150

土建管舗

137 ㈱松山組 代表取締役　松山　國成
〒417－0846　　富士市今井2丁目18番13号

管

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）

141 ㈱村松組 代表取締役　村松　和欣
〒416－0945　　富士市宮島432番地の1

土と舗

176 ㈱睦建設 代表取締役　秋山　哲也
〒419－0201　　富士市厚原1141番地の2

土管舗

電

160 明徳建設㈱ 代表取締役　河西　幸一
〒418－0044　　富士宮市大中里1399－14

土建舗

49 村松電機㈱ 代表取締役　村松　昌夫
〒419－0201　　富士市厚原232－2

通



FAX

0545-60-0001 0545-60-0530

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ヤ～ヨ】

特　　定

158 ヤマカ㈱ 代表取締役　加藤　泰秀
〒416－0953　　富士市蓼原町1564番地

土と舗解

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）



FAX

0545-21-5083 0545-21-6015

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ラ～ロ】

特　　定

103 ㈱緑宝園 代表取締役　高橋　慎吾
〒417－0808　　富士市一色116

土園

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）



FAX

0545-52-1711 0545-52-6939

0545-52-1566 0545-51-7181

0545-64-2536 0545-64-8484

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ワ】

特　　定

210 和田建設㈱ 代表取締役　鈴木　美奈子
〒417－0061　　富士市伝法3110－1

土建管舗

土

171 ㈱渡邉興業WATAKO 代表取締役　渡邉　静雄
〒416－0948 　　富士市森島231－3

土と舗塗

126 ㈱渡辺組 代表取締役　渡邉　育雄
〒417－0001　　富士市今泉七丁目4番1号

舗

工　事　　・　市　内（富士市及び富士宮市）



FAX

054-272-7711 054-272-7715

054-261-8811 054-261-8836

054-278-6611 054-278-5624

054-346-1235 054-346-1400

054-289-3000 054-289-2988

055-963-0538 055-951-0812

123 昱耕機㈱静岡営業所 所長　榊原　康人
〒422－8008　　静岡市駿河区栗原6番25号

電機

特　　定

135 アイサワ工業㈱静岡営業所 所長　川崎　健二
〒420－0837　　静岡市葵区日出町6－10

土建と

　【ア～オ】

土建舗しゅ解

62 荏原実業㈱静岡支社 支社長　山口　寛
〒422－8076　　静岡市駿河区八幡2－2－25

土電鋼塗機水

226 イハラ建成工業㈱ 代表取締役社長　杉本　金市
〒424－0065　　静岡市清水区長崎69番地の1

工　事　　・　県　内

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

29 石福建設㈱ 代表取締役　望月　克政
〒421－1213　　静岡市葵区山崎1－35－1 土と石舗

しゅ水解

106 オリエント工業㈲ 代表取締役　久保田　亮輔
〒410－0871　　沼津市西間門172番地の1

土管しゅ



FAX

055-987-5541 055-987-8669

0557-85-3258 0557-85-3259

055-915-5304 055-926-2940

055-922-1661

054-203-4545 054-203-4546

055-951-1700 055-951-1074

054-353-3381 054-352-1200

054-252-7953 054-252-7954

054-251-1111 054-252-5532

054-264-6499 054-264-6498

工　事　　・　県　内

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【カ～コ】

特　　定

土建舗園水

125 ㈱熊谷組　静岡営業所 所長　巻木　茂
〒422－8076　　静岡市駿河区八幡二丁目2番12号 土建と鋼舗塗

内水

191 加和太建設㈱ 代表取締役　河田　亮一
〒411－0033　　三島市文教町1－5－15

215 管清工業㈱静岡営業所 所長　姫田　重幸
〒413－0021　　熱海市清水町6－27

土としゅ塗水

土

57 ㈱関電工　静岡支社 支社長　亀山　昌美
〒410－0046　　沼津市米山町8－12 土電鋼舗塗通

水

36 クリーンサービス㈱ 代表取締役　久保田　真矢
〒410－0871　　沼津市西間門字神明169－1

土建舗内解

代表取締役　生子　弘行
〒420－0839　　静岡市葵区鷹匠三丁目8番9号

土舗園水

224 ㈱鴻池組　静岡営業所 所長　上田　義裕
〒420－0859　　静岡市葵区栄町4番地の8

土と鋼舗水解

23 公南建設㈱ 取締役社長　南　茂雄
〒424－0948　　静岡市清水区梅田町11－18

追4 木内建設㈱沼津支店 支店長　土屋　隆男
〒410－0064　　沼津市共栄町4-2

土建舗

追1 ㈱小林土木緑化 代表取締役　小林　登
〒422－8005　　静岡市駿河区池田637-1

土と舗園

113 五光建設㈱



FAX

0557-48-9330 0557-48-8890

054-653-1755 054-653-1766

0537-24-8311 0537-24-8159

055-926-2601 055-926-2603

054-272-2135 054-272-6572

054-354-3405 054-354-3418

053-471-0321 053-474-2260

054-285-7162 054-284-5910

工　事　　・　県　内

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【サ～ソ】

通

150 静岡無線サ－ビス㈱ 代表取締役　櫻井　牧
〒410－0058　　沼津市沼北町1－15－16

通

168 静岡日電ビジネス㈱ 代表取締役　山本　隆彦
〒436－0028　　掛川市亀の甲1－4－21

土鋼機水

特　　定

144 ㈱斉藤組 代表取締役社長　齋藤　稔
〒414－0001　　伊東市宇佐美1842番地

土建と舗

28 静鉄建設㈱ 代表取締役社長　栗場　昭男
〒420－0004　　静岡市葵区末広町93番

土建と舗園

161 JFEエンジニアリング㈱静岡支店 支店長　白石　修
〒420－0851　　静岡市葵区黒金町11－7

土建と電管鋼
舗内園

33 須山建設㈱ 取締役社長　須山　宏造
〒432－8562　　浜松市中区布橋2－6－1

土建と管

139 鈴与建設㈱ 代表取締役社長　大石　泰明
〒424－0825　　静岡市清水区松原町5－17

土と舗園114 静和工業㈱ 代表取締役　望月　元一
〒422－8066　　静岡市駿河区泉町3番15号



FAX

054-253-1426 054-254-9747

054-255-9104 054-255-9077

055-931-1528 055-931-1872

054-273-4515 054-255-3639

054-254-3714 054-254-2470

053-461-9155 053-469-0394

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【タ～ト】

特　　定

138 大豊建設㈱静岡営業所 所長　奥村　善充
〒420－0852　　静岡市葵区紺屋町11－1

土建と水

電

土と鋼舗園
水解

132 東海下水道整備㈱沼津営業所 取締役兼沼津営業所長
松本　正一

〒410－0822　　沼津市下香貫浜田2996番地
土と舗しゅ

119 ㈱竹中土木静岡営業所 所長　前島　岩雄
〒420－0853　　静岡市葵区追手町2番20号

工　事　　・　県　内

93 東洋建設㈱静岡営業所 所長　髙橋　健和
〒420－0858　　静岡市葵区伝馬町9－10
　　　　　　　　　　 ＮＴビル4Ｆ 土建と鋼舗

しゅ解

147 東芝インフラシステムズ㈱静岡支店 統括責任者　中司　規夫
〒420－0853　　静岡市葵区追手町3番11号

土建と舗解193 常盤工業㈱ 代表取締役　市川　浩透
〒430－0911　　浜松市中区新津町197



FAX

053-412-1111 053-412-1130

055-922-1469 055-923-7594

054-281-2101 054-284-0144

054-200-1469 054-253-6928

054-367-0323 054-364-9692

054-264-0730 054-263-0256

054-254-1475 054-254-1476

054-254-4094 054-254-2403

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ナ～ノ】

特　　定

104 ㈱中村組 取締役社長　中村　嘉宏
〒430－0906　　浜松市中区住吉5－22－1 土建と電管舗

しゅ防内具

通

12 南條工業㈱ 代表取締役　植田　操
〒422－8044　　静岡市駿河区西脇1086－1

管 土舗

251 ナブコシステム㈱沼津営業所 所長　佐々木　亮一
〒410－0065　　沼津市花園町9－7

具

工　事　　・　県　内

117 日栄工業㈱清水事業所 所長　岩﨑　雅之
〒424－0114　　静岡市清水区庵原町210－3

土しゅ

81 西日本電信電話㈱静岡支店 支店長 土井内　裕章
〒420－8685　　静岡市葵区城東町5番1号

69 日本電気㈱静岡支社 静岡支社長　辻　貴夫
〒420－0851　　静岡市葵区黒金町3番地

電通

195 日総興業㈱ 代表取締役　脇田　秋夫
〒422－8001　　静岡市駿河区中吉田10－41

土しゅ

土と舗水109 日本国土開発㈱静岡営業所 所長　中山　浩一
〒420－0837　　静岡市葵区日出町1－2



FAX

054-254-7341 054-254-7346

054-245-6161 054-247-8717

054-209-2500 054-247-5471

054-272-6988 054-272-6988

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ハ～ホ】

特　　定

116 ㈱日立製作所　静岡支店 静岡支店長　鳥屋原　昇
〒420－0857　　静岡市葵区御幸町11番地の30

電管機通水

土建電管通

土建と舗

55 平井工業㈱ 代表取締役社長　平井　敏晃
〒420－0845　　静岡市葵区太田町33 土建と舗防内

水解

221 ㈱平井組 代表取締役　平井　勉
〒420－0842　　静岡市葵区銭座町100番地

工　事　　・　県　内

105 富士古河E＆C㈱静岡営業所 所長　貞森　公之
〒420－0035　　静岡市葵区七間町18－1



FAX

054-255-5285 054-253-5519

053-447-0009 053-448-7924

054-266-7103 054-251-3355

054-247-1211 054-247-1230

054-622-1122 054-622-1642

054-283-3800 054-283-1907

054-280-6671 054-287-5815

前田建設工業㈱静岡営業所 所長　神藤　忠夫
〒420－0858　　静岡市葵区伝馬町24－2 土建と屋鋼舗

しゅ内水

工　事　　・　県　内

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【マ～モ】

土と舗しゅ解

24 ㈱水野組 代表取締役　水野　敦夫
〒432－8064　　浜松市南区倉松町1044

土建と舗

156 みらい建設工業㈱静岡営業所 所長　中山　新吾
〒421－0204　　焼津市高新田278番地3

19 三井住友建設㈱静岡支店 支店長　川池　朗
〒420－0837　　静岡市葵区日出町1番地の2 土建と屋管鋼

舗内水

特　　定

219

77 メタウォーター㈱静岡営業所 所長　南澤　高男
〒422－8051　　静岡市駿河区中野新田57番193

電機通水

99 宮澤電池産業㈱ 代表取締役　宮澤　学
〒420－0804　　静岡市葵区竜南1丁目10番28号

電

土建と鋼舗しゅ
塗防内水

27 名工建設㈱静岡支店 執行役員支店長
大橋　信治

〒422－8067　　静岡市駿河区南町6－1



FAX

053-454-6381 053-455-4580

053-411-1000 053-411-1001

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ヤ～ヨ】

特　　定

15 山平建設㈱ 代表取締役　山下　健介
〒430－0929　　浜松市中区中央二丁目8番16号

土建舗解

土建と管128 吉川建設㈱浜松営業所 所長　塩澤　透
〒435－0044　　浜松市東区西塚町318－3

工　事　　・　県　内



FAX

054-251-7192 054-251-7194

053-461-8853 053-461-8855

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ラ～ロ】

特　　定

17 りんかい日産建設㈱静岡営業所 所長　石間　恵之
〒420－0839　　静岡市葵区鷹匠2－1－1

土建舗しゅ水

土243 ㈱林工組 代表取締役社長　伊藤　友輔
〒435－0036　　浜松市南区渡瀬町1000－1

工　事　　・　県　内



FAX

055-992-0030 055-993-4250

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ワ】

特　　定

88 渡辺建設㈱ 代表取締役　渡辺　雄二
〒410－1125　　裾野市富沢394－1

土建

工　事　　・　県　内



FAX

06-6346-0036 06-6346-0038

052-586-2672 052-586-2673

052-918-8601 052-919-0501

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ア～オ】

特　　定

34 アイテック㈱ 代表取締役　前田　幸治
〒530－0001　　大阪府大阪市北区梅田三丁目
                       3番10号 電管機水消

土管水

94 ㈱大阪防水建設社　名古屋支店 常務取締役支店長
篠原　峰生

〒462－0861　　愛知県名古屋市北区辻本通
                       1－10－1 土と管塗防水

209 芦森エンジニアリング㈱名古屋営業所 名古屋営業所長　阿南　修
〒450－0001　　愛知県名古屋市中村区那古野
　　　　　　　　　　 1丁目38番1号

工　事　　・　県　外



FAX

042-769-0504 0120-38-9755

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【カ～コ】

特　　定

74 管水工業㈱神奈川支店 支店長　高橋　元弘
〒252－0234　　神奈川県相模原市中央区共和
                       一丁目8番3号　BビレッジⅡ102 土

工　事　　・　県　外



FAX

052-582-5115 052-582-5118

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【サ～ソ】

特　　定

73 積水アクアシステム㈱中部事業所 所長　後藤　益雄
〒450－0003　　愛知県名古屋市中村区名駅南
　　　　　　　　　　 2－14－19 土管機水

工　事　　・　県　外



FAX

052-733-8131 052-733-8188

052-551-6466 052-551-6467

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【タ～ト】

特　　定

205 中日コプロ㈱ 代表取締役　本多　利郎
〒464－0851　　愛知県名古屋市千種区今池南
                       26－4 管 土

232 ㈱都市整備 代表取締役　長谷　恵俊
〒451－0051　　愛知県名古屋市西区則武新町
                       4－4－6 土

工　事　　・　県　外



FAX

045-475-2960 045-475-2961

052-957-1535 052-962-1785

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【マ～モ】

特　　定

245 前澤工業㈱横浜支店 支店長　星　進一郎
〒222－0033　　神奈川県横浜市港北区新横浜
                       2－14－27 機水

土建と舗水96 村本建設㈱名古屋支店 支店長　荻野　潤
〒460－0002　　愛知県名古屋市中区
                       丸の内3－19－12

工　事　　・　県　外



FAX

052-571-8977 052-565-0746

受付
番号

商　　　　　　　号　・　電 話 番 号 代　　表　　者 住　　　　　　所
許　　可　　業　　種

一　　般

　【ヤ～ヨ】

特　　定

211 ㈱山越 代表取締役　相澤　宏暢
〒451－0051　　愛知県名古屋市西区則武新町
                       1－3－5 土管舗水

工　事　　・　県　外


