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赤池造園　株式会社 富士宮市万野原新田３０４５ー２３ 代表取締役 赤池　隼一 0544-24-3568 土木一式 Ａ

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 土木一式 Ａ

株式会社　井出恒組 富士宮市元城町１３ー２４ 代表取締役 増田　隆俊 0544-26-3096 土木一式 Ａ

永将建設　株式会社 富士宮市山宮１７ー２ 代表取締役 永田　正二 0544-58-3399 土木一式 Ａ

株式会社　大石組 富士宮市弓沢町６３５ 代表取締役 清　哲也 0544-26-0010 土木一式 Ａ

株式会社　小野田総合設備 富士宮市小泉１３９８ー３ 代表取締役 小野田　たくみ 0544-27-1174 土木一式 Ａ

株式会社　加瀬澤組 富士宮市田中町５８５ 代表取締役 加瀬澤　理 0544-27-2138 土木一式 Ａ

株式会社　川俣組 富士宮市下条２９８ー１ 佐野　孝 0544-58-1220 土木一式 Ａ

株式会社　神戸重機土木 富士宮市上条６１３ー１ 代表取締役 神戸　伯男 0544-58-0093 土木一式 Ａ

有限会社　小阪建設 富士宮市万野原新田４０１９ー１ 代表取締役 小阪　雄一 0544-27-4833 土木一式 Ａ

株式会社　小松建設 富士宮市北山１９０８ 代表取締役 小松　實 0544-58-1368 土木一式 Ａ

齊藤建設　株式会社 富士宮市大中里１４６９ 代表取締役 齊藤　宗一 0544-27-9196 土木一式 Ａ

佐野藤建設　株式会社 富士宮市上条１５４０ー１ 代表取締役 佐野　哲也 0544-58-0610 土木一式 Ａ

株式会社　山桂 富士宮市富士見ケ丘６７７ 代表取締役 山下　峻正 0544-27-0155 土木一式 Ａ

芝川建設工業　株式会社 富士宮市西山２４９４ー２ 代表取締役 佐野　義彦 0544-65-1608 土木一式 Ａ

株式会社　鈴木組 富士宮市小泉３６２ー６ 代表取締役 鈴木　統太 0544-23-2245 土木一式 Ａ

諏訪部管工　有限会社 富士宮市中島町３３７ 代表取締役 諏訪部　周太郎 0544-27-2372 土木一式 Ａ

株式会社　成和建設 富士宮市長貫４４１ー１ 代表者役職 佐野　広明 0544-65-2788 土木一式 Ａ

有限会社　高野水道工務店 富士宮市半野１４１ 代表取締役 高野　栄治 0544-54-0176 土木一式 Ａ

拓進建設　株式会社 富士宮市下稲子１０４０ー１ 代表取締役 佐野　裕康 0544-66-0326 土木一式 Ａ

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 土木一式 Ａ

有限会社　坪井組 富士宮市野中町７４１ 代表取締役 坪井　孝文 0544-27-3305 土木一式 Ａ

株式会社　坪井土建 富士宮市青木１２８５ー１ 代表取締役 坪井　多惠子 0544-23-6100 土木一式 Ａ

株式会社　寺原土木 富士宮市万野原新田３３７５ー４ 代表取締役 寺原　一美 0544-24-9014 土木一式 Ａ

株式会社　藤伸設備サービス 富士宮市山宮１５７０ー４ 代表取締役 伊藤　寛幸 0544-58-3529 土木一式 Ａ

株式会社　中口 富士宮市杉田８５３－５５ 代表取締役 中口　友晴 0544-22-0601 土木一式 Ａ
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株式会社　馬場建設 富士宮市万野原新田４０６５ー２８ 代表取締役 馬場　文章 0544-23-7611 土木一式 Ａ

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 土木一式 Ａ

有限会社　富士建材土木 富士宮市猪之頭６２６ー１ 代表取締役 植松　秀行 0544-52-0077 土木一式 Ａ

株式会社　丸進建設 富士宮市神田川町１７ー８ 代表取締役 塩川　進 0544-24-8255 土木一式 Ａ

株式会社　丸芳 富士宮市青木１１８６ー１ 代表取締役 佐野　裕亮 0544-27-6048 土木一式 Ａ

株式会社　三与建設 富士宮市田中町１１５０ 代表取締役 三尾　祐一 0544-27-0770 土木一式 Ａ

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 土木一式 Ａ

無双建設　株式会社 富士宮市小泉２２９０ー３ 代表取締役 加藤　史久 0544-23-3462 土木一式 Ａ

明徳建設　株式会社 富士宮市大中里１３９９ー１４ 代表取締役 河西　幸一 0544-28-3025 土木一式 Ａ

株式会社　メンテ三井組 富士宮市村山１２４２ー２ 代表取締役 渡辺　公彦 0544-26-5813 土木一式 Ａ

有限会社　矢崎設備 富士宮市宮原１５７ー１ 代表取締役 矢崎　雄亮 0544-24-7889 土木一式 Ａ

有限会社　渡邊建設 富士宮市原９４２ 代表取締役 渡邊　定賢 0544-54-0025 土木一式 Ａ

株式会社　藁科組 富士宮市精進川３５５ 代表取締役 藁科　信之介 0544-58-0432 土木一式 Ａ

有限会社　藁昇建設 富士宮市外神東町１９５ー２ 代表取締役 藁間　智之 0544-58-5466 土木一式 Ａ

株式会社　アイ・ワークエンジニアリング 富士宮市万野原新田３２９７ー６ 代表取締役 佐野　充 0544-22-3520 土木一式 Ｂ

株式会社　イシカワ 富士宮市大久保５１ー１ 代表取締役 石川　亨 0544-65-1484 土木一式 Ｂ

株式会社　上沢建設 富士宮市半野６４１ 代表取締役 上澤　信廣 0544-54-0534 土木一式 Ｂ

有限会社　遠藤設備 富士宮市万野原新田３１０８ー１３ 代表取締役 遠藤　信也 0544-24-6869 土木一式 Ｂ

株式会社　延利工業 富士宮市北山２４７１ー２ 代表取締役 石川　幸延 090-2944-5461 土木一式 Ｂ

有限会社　大石 富士宮市内房３１５２ー２ 代表取締役 小野田　叔史 0544-65-0169 土木一式 Ｂ

有限会社　櫂工務店 富士宮市野中１００３ー５ 代表取締役 佐野　郁男 0544-22-3213 土木一式 Ｂ

株式会社　柏木水道工務店 富士宮市小泉１１２４ー２ 代表取締役 柏木　富洋 0544-26-4651 土木一式 Ｂ

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 土木一式 Ｂ

有限会社　小泉土建 富士宮市大久保１９５ 代表取締役 小泉　義徳 0544-65-0217 土木一式 Ｂ

有限会社　小林総合設備 富士宮市安居山５８７ー１ 代表取締役 小林　英樹 0544-24-3602 土木一式 Ｂ

株式会社　佐野緑化 富士宮市外神１２７２ー１ 代表取締役 佐野　貴彦 0544-27-2825 土木一式 Ｂ

有限会社　鈴木設備 富士宮市下条７３ 代表取締役 鈴木　正洋 0544-58-0641 土木一式 Ｂ
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清建設　株式会社 富士宮市浅間町８ー１２ 代表取締役 清　一敏 0544-26-5354 土木一式 Ｂ

株式会社　大栄建設 富士宮市貴船町５ー１７ 代表取締役 伊藤　重治 0544-27-7734 土木一式 Ｂ

太和設備 富士宮市大岩１６３７ 代表取締役 岡　兼男 0544-26-3198 土木一式 Ｂ

有限会社　竹川建設 富士宮市麓３４ 代表取締役 竹川　良太 0544-52-0734 土木一式 Ｂ

株式会社　富田建設 富士宮市山宮１０１８－２１ 代表取締役社長 富田　雄也 0544-58-5725 土木一式 Ｂ

光建業　株式会社 富士宮市下条２０ 代表取締役 佐野　義光 0544-58-0244 土木一式 Ｂ

株式会社　光建設 富士宮市大宮町１２ー１ 代表取締役 佐野　光一 0544-29-7530 土木一式 Ｂ

有限会社　堀内設備 富士宮市山宮１９０３ 代表取締役 堀内　和弥 0544-58-1915 土木一式 Ｂ

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 土木一式 Ｂ

株式会社　森下建設 富士宮市小泉２３９０ー１ 代表取締役 森下　孝一 0544-26-3305 土木一式 Ｂ

有限会社　依田造園 富士宮市猪之頭１６０７ー５ 代表取締役 依田　強 0544-52-0947 土木一式 Ｂ

株式会社　青木組 富士宮市大久保２７９ 代表取締役 青木　雅計 0544-65-0144 土木一式 Ｃ

株式会社　浅間設備 富士宮市阿幸地１０５２ー５ 代表取締役 鈴木　武仁 0544-27-4266 土木一式 Ｃ

有限会社　石川住設 富士宮市東阿幸地２９５ 代表取締役 石川　俊洋 0544-27-7129 土木一式 Ｃ

株式会社　遠藤組 富士宮市青木１１５３ 代表取締役 遠藤　秀年 0544-27-1440 土木一式 Ｃ

大石建設 富士宮市北山１１４７ー１ 大石　剛 0544-58-6820 土木一式 Ｃ

株式会社　オダギリ 富士宮市人穴１８５ー３ 代表取締役 小田切　清三 0544-52-1271 土木一式 Ｃ

株式会社　皇建興業 富士宮市精進川７７５ー５ 代表取締役 土橋　皇友 0544-58-6520 土木一式 Ｃ

有限会社　小林造園 富士宮市粟倉９８２ー６ 代表取締役 小林　召二 0544-24-4533 土木一式 Ｃ

斎藤興業　株式会社 富士宮市大中里８５９ー５ 代表取締役 齋藤　育男 0544-26-3503 土木一式 Ｃ

株式会社　笹原建設 富士宮市万野原新田３０９６ 代表取締役 笹原　惠 0544-22-0188 土木一式 Ｃ

株式会社　佐野州組 富士宮市外神１５２１ 代表取締役 佐野　昌彦 0544-58-3570 土木一式 Ｃ

有限会社　佐野修工業 富士宮市大鹿窪３８３ー７ 代表取締役 佐野　修次 0544-66-0378 土木一式 Ｃ

芝水屋　株式会社 富士宮市大久保４８５ 代表取締役 黒木　紳助 0544-65-2826 土木一式 Ｃ

秀徳設備工業 富士宮市宮原５４１ー８ 佐野　秀行 0544-21-9239 土木一式 Ｃ

株式会社　ショウトクワーク 富士宮市三園平１６５４ 代表取締役 杉山　惠子 0544-22-6206 土木一式 Ｃ

株式会社　鈴幸解体 富士宮市北山３３７０ー１ 代表取締役 鈴木　敦 0544-58-6200 土木一式 Ｃ
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スミヤ　株式会社 富士宮市西町７ー５ 代表取締役 石川　武彦 0544-24-3811 土木一式 Ｃ

有限会社　誠進建設 富士宮市猪之頭１４５１ 代表取締役 佐野　誠一 0544-52-0940 土木一式 Ｃ

株式会社　石栄庭園 富士宮市北山５４４４ー３ 代表取締役 石川　泰宏 0544-58-0921 土木一式 Ｃ

有限会社　セピア 富士宮市万野原新田４０３３ー５ 代表取締役 影山　孝子 0544-59-0345 土木一式 Ｃ

有限会社　大栄産業 富士宮市大宮町１２ー１ 代表取締役 佐野　光一 0544-26-5539 土木一式 Ｃ

株式会社　大成管工 富士宮市青木１２１３ 代表取締役 佐野　守 0544-27-2911 土木一式 Ｃ

有限会社　大宝 富士宮市猪之頭４６７ー２ 代表取締役 佐野　達富 0544-52-0627 土木一式 Ｃ

田中建工 富士宮市長貫１２９６－７ 事業主 田中　光徳 0544-65-0309 土木一式 Ｃ

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 土木一式 Ｃ

有限会社　富士秀工業 富士宮市淀師字立石１５６１ー５ 代表取締役 鈴木　浩明 0544-28-5370 土木一式 Ｃ

株式会社　双葉グリーン 富士宮市万野原新田３２８９ー５９ 代表取締役 川本　英知 0544-26-3138 土木一式 Ｃ

松木牧園工事 富士宮市根原２２３ 松木　圭吾 0544-52-0759 土木一式 Ｃ

有限会社　丸石造園 富士宮市北山５４１８ 代表取締役 石川　博之 0544-58-0933 土木一式 Ｃ

有限会社　三鈴建設 富士宮市田中町１９３ 代表取締役 鈴木　孝俊 0544-26-0238 土木一式 Ｃ

株式会社　三井エンタープライズ 富士宮市村山１０７１ー２ 代表取締役 三井　康秀 0544-22-8538 土木一式 Ｃ

望月（謙）工務店 富士宮市西町７ー５ 代表取締役 望月　謙二 0544-27-1904 土木一式 Ｃ

有限会社　山下水道工務店 富士宮市下条３９２ 代表取締役 寺田　憲司 0544-58-0264 土木一式 Ｃ

株式会社　山本組 富士宮市北町３ー１０ 代表取締役 山本　篤 0544-26-2357 土木一式 Ｃ

有限会社　優栄土木 富士宮市北山５３６９ー５ 代表取締役 朝日　優 0544-58-1653 土木一式 Ｃ

株式会社　雄陽工業 富士宮市山本４６５ー２２ 代表取締役 瀬戸　充洋 0544-26-1926 土木一式 Ｃ

株式会社　吉建 富士宮市宮原５３７ー８ 代表取締役 吉川　洋一 0544-58-5162 土木一式 Ｃ

有限会社　依田土建 富士宮市小泉２２８０ー１７ 代表取締役 依田　広人 0544-26-4462 土木一式 Ｃ

株式会社　若林土木 富士宮市山本４８０ー６ 代表取締役 若林　信一 0544-23-2311 土木一式 Ｃ

有限会社　渡邊総業 富士宮市粟倉５４０ー５ 代表取締役 渡邊　好一 0544-26-0211 土木一式 Ｃ

有限会社　渡辺庭石グリーン 富士宮市北山５１７５ー８ 代表取締役 渡邊　定信 0544-58-3831 土木一式 Ｃ

有限会社　ワトー 富士宮市小泉４９１ー８ 代表取締役 三澤　啓介 0544-22-9030 土木一式 Ｃ

株式会社　アイ・ワークエンジニアリング 富士宮市万野原新田３２９７ー６ 代表取締役 佐野　充 0544-22-3520 建築一式 Ａ
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株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 建築一式 Ａ

株式会社　井出恒組 富士宮市元城町１３ー２４ 代表取締役 増田　隆俊 0544-26-3096 建築一式 Ａ

株式会社　大石組 富士宮市弓沢町６３５ 代表取締役 清　哲也 0544-26-0010 建築一式 Ａ

株式会社　川俣組 富士宮市下条２９８ー１ 代表取締役 佐野　孝 0544-58-1220 建築一式 Ａ

河原崎建設　株式会社 富士宮市東阿幸地３２５ 代表取締役 河原﨑　鉄平 0544-27-8716 建築一式 Ａ

株式会社　小松建設 富士宮市北山１９０８ 代表取締役 小松　實 0544-58-1368 建築一式 Ａ

佐野藤建設　株式会社 富士宮市上条１５４０ー１ 代表取締役 佐野　哲也 0544-58-0610 建築一式 Ａ

株式会社　大栄建設 富士宮市貴船町５ー１７ 代表取締役 伊藤　重治 0544-27-7734 建築一式 Ａ

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 建築一式 Ａ

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 建築一式 Ａ

株式会社　三与建設 富士宮市田中町１１５０ 代表取締役 三尾　祐一 0544-27-0770 建築一式 Ａ

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 建築一式 Ａ

無双建設　株式会社 富士宮市小泉２２９０ー３ 代表取締役 加藤　史久 0544-23-3462 建築一式 Ａ

明徳建設　株式会社 富士宮市大中里１３９９ー１４ 代表取締役 河西　幸一 0544-28-3025 建築一式 Ａ

株式会社　朝日鉄建 富士宮市北山５２８５ー９ 代表取締役 朝日　康典 0544-58-3839 建築一式 Ｂ

有限会社　櫂工務店 富士宮市野中１００３ー５ 代表取締役 佐野　郁男 0544-22-3213 建築一式 Ｂ

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 建築一式 Ｂ

有限会社　小阪建設 富士宮市万野原新田４０１９ー１ 代表取締役 小阪　雄一 0544-27-4833 建築一式 Ｂ

株式会社　馬場建設 富士宮市万野原新田４０６５ー２８ 代表取締役 馬場　文章 0544-23-7611 建築一式 Ｂ

光建業　株式会社 富士宮市下条２０ 代表取締役 佐野　義光 0544-58-0244 建築一式 Ｂ

有限会社　富士建材土木 富士宮市猪之頭６２６ー１ 代表取締役 植松　秀行 0544-52-0077 建築一式 Ｂ

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 建築一式 Ｂ

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 建築一式 Ｂ

株式会社　森下建設 富士宮市小泉２３９０ー１ 代表取締役 森下　孝一 0544-26-3305 建築一式 Ｂ

有限会社　藁昇建設 富士宮市外神東町１９５ー２ 代表取締役 藁間　智之 0544-58-5466 建築一式 Ｂ

有限会社　佳築 富士宮市精進川１３５４ー１ 代表取締役 塩川　喜大 0544-21-9445 建築一式 Ｃ

ＣＯＬＯＲＳ　ＢＵＩＬＤ　株式会社 富士宮市黒田３１０ 代表取締役 磯貝　隆一 0544-22-0255 建築一式 Ｃ



業者名 所在地または住所 代表者役職 代表者氏名 電話番号 工種 ランク

有限会社　鈴一建設 富士宮市三園平１５９ 代表取締役 石井　俊一 0544-27-0046 建築一式 Ｃ

鈴木化成品　株式会社 富士宮市田中町８３５ 代表取締役 鈴木　敏広 0544-27-1255 建築一式 Ｃ

清建設　株式会社 富士宮市浅間町８ー１２ 代表取締役 清　一敏 0544-26-5354 建築一式 Ｃ

有限会社　セイ工務店 富士宮市淀川町５ー３ 代表取締役 清　政明 0544-23-7777 建築一式 Ｃ

有限会社　匠工房健宗建設 富士宮市粟倉３０８ー７ 代表取締役 松浦　健太 0544-22-5116 建築一式 Ｃ

望月（謙）工務店 富士宮市西町７ー５ 望月　謙二 0544-27-1904 建築一式 Ｃ

有限会社　石川電気工業所 富士宮市馬見塚３８９ 代表取締役 石川　隆行 0544-58-0550 電気 Ａ

株式会社　伊藤電気工事 富士宮市淀師１３６ー１３ 代表取締役 髙木　信周 0544-24-8959 電気 Ａ

三和電気工事　株式会社 富士宮市小泉２１５３ー２２ 代表取締役 高山　光 0544-27-4281 電気 Ａ

有限会社　諏訪邉電業社 富士宮市野中東町１５８ 代表取締役 諏訪邉　常 0544-26-2398 電気 Ａ

株式会社　トモエ商会 富士宮市浅間町１０ー１ 代表取締役 望月　雅貴 0544-27-5151 電気 Ａ

株式会社　日誠電工 富士宮市小泉２２１７ー１ 代表取締役 日原　誠 0544-27-6727 電気 Ａ

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 電気 Ａ

株式会社　富士宮電気 富士宮市田中町１００３ 代表取締役 遠藤　明 0544-26-5363 電気 Ａ

有限会社　堀水電気 富士宮市阿幸地町３８４ 代表取締役 堀水　睦之 0544-23-0666 電気 Ａ

株式会社　マコト電機 富士宮市若の宮町３８７ 代表取締役 眞　邦幸 0544-27-3737 電気 Ａ

オブリック　株式会社 富士宮市田中町５４３ 代表取締役 篠原　松太郎 0544-24-2211 電気 Ｂ

株式会社　スルガ電業 富士宮市中原町３１ 代表取締役 鈴木　貴之 0544-26-8606 電気 Ｂ

電気計画　株式会社 富士宮市舞々木町８８１ー８ 代表取締役 鈴木　尋記 0544-26-3147 電気 Ｂ

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 電気 Ｂ

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 電気 Ｂ

株式会社　やよい電設 富士宮市東町２６ー１９ 代表取締役 佐野　完吾 0544-27-8413 電気 Ｂ

有限会社　横山電機 富士宮市小泉２３７０ー５ 代表取締役 横山　速人 0544-27-0499 電気 Ｂ

株式会社　冷空サービス 富士宮市小泉２４１０ー２１ 代表取締役 佐藤　和夫 0544-26-4285 電気 Ｂ

株式会社　浅間設備 富士宮市阿幸地１０５２ー５ 代表取締役 鈴木　武仁 0544-27-4266 管 Ａ

有限会社　石川住設 富士宮市東阿幸地２９５ 代表者役職 石川　俊洋 0544-27-7129 管 Ａ

有限会社　遠藤設備 富士宮市万野原新田３１０８ー１３ 代表取締役 遠藤　信也 0544-24-6869 管 Ａ
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株式会社　小野田総合設備 富士宮市小泉１３９８ー３ 代表取締役 小野田　たくみ 0544-27-1174 管 Ａ

株式会社　柏木水道工務店 富士宮市小泉１１２４ー２ 代表取締役 柏木　富洋 0544-26-4651 管 Ａ

有限会社　小林総合設備 富士宮市安居山５８７ー１ 代表取締役 小林　英樹 0544-24-3602 管 Ａ

株式会社　山桂 富士宮市富士見ケ丘６７７ 代表取締役 山下　峻正 0544-27-0155 管 Ａ

三和電気工事　株式会社 富士宮市小泉２１５３ー２２ 代表取締役 高山　光 0544-27-4281 管 Ａ

芝水屋　株式会社 富士宮市大久保４８５ 代表取締役 黒木　紳助 0544-65-2826 管 Ａ

有限会社　鈴木設備 富士宮市下条７３ 代表取締役 鈴木　正洋 0544-58-0641 管 Ａ

スミヤ　株式会社 富士宮市西町７ー５ 代表取締役 石川　武彦 0544-24-3811 管 Ａ

諏訪部管工　有限会社 富士宮市中島町３３７ 代表取締役 諏訪部　周太郎 0544-27-2372 管 Ａ

太和設備 富士宮市大岩１６３７ 岡　兼男 0544-26-3198 管 Ａ

有限会社　高野水道工務店 富士宮市半野１４１ 代表取締役 高野　栄治 0544-54-0176 管 Ａ

株式会社　藤伸設備サービス 富士宮市山宮１５７０ー４ 代表取締役 伊藤　寛幸 0544-58-3529 管 Ａ

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 管 Ａ

有限会社　堀内設備 富士宮市山宮１９０３ 代表取締役 堀内　和弥 0544-58-1915 管 Ａ

株式会社　丸進建設 富士宮市神田川町１７ー８ 代表取締役 塩川　進 0544-24-8255 管 Ａ

株式会社　三与建設 富士宮市田中町１１５０ 代表取締役 三尾　祐一 0544-27-0770 管 Ａ

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 管 Ａ

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 管 Ａ

有限会社　矢崎設備 富士宮市宮原１５７ー１ 代表取締役 矢崎　雄亮 0544-24-7889 管 Ａ

有限会社　山下水道工務店 富士宮市下条３９２ 取締役 寺田　憲司 0544-58-0264 管 Ａ

株式会社　冷空サービス 富士宮市小泉２４１０ー２１ 代表取締役 佐藤　和夫 0544-26-4285 管 Ａ

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 管 Ｂ

株式会社　エーワン設備 富士宮市野中町７４５ 代表取締役 渡邉　寛之 0544-23-6291 管 Ｂ

株式会社　大石組 富士宮市弓沢町６３５ 代表取締役 清　哲也 0544-26-0010 管 Ｂ

オブリック　株式会社 富士宮市田中町５４３ 代表取締役 篠原　松太郎 0544-24-2211 管 Ｂ

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 管 Ｂ

有限会社　佐藤工業 富士宮市西山２４８５ー１ 代表取締役 日原　誠 0544-65-2822 管 Ｂ
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佐野住設　株式会社 富士宮市小泉１８６７ー１ 代表取締役 佐野　正典 0544-26-3339 管 Ｂ

秀徳設備工業 富士宮市宮原５４１ー８ 佐野　秀行 0544-21-9239 管 Ｂ

株式会社　ショウトクワーク 富士宮市三園平１６５４ 代表取締役 杉山　惠子 0544-22-6206 管 Ｂ

清建設　株式会社 富士宮市浅間町８ー１２ 代表取締役 清　一敏 0544-26-5354 管 Ｂ

株式会社　大栄建設 富士宮市貴船町５ー１７ 代表取締役 伊藤　重治 0544-27-7734 管 Ｂ

株式会社　大成管工 富士宮市青木１２１３ 代表取締役 佐野　守 0544-27-2911 管 Ｂ

有限会社　大宝 富士宮市猪之頭４６７ー２ 代表取締役 佐野　達富 0544-52-0627 管 Ｂ

フジ産業　株式会社 富士宮市粟倉南町２０４ 代表取締役 金塚　直度 0544-23-7375 管 Ｂ

有限会社　フジソー 富士宮市中央町１０ー１３ 代表取締役 鈴木　修司 0544-27-5578 管 Ｂ

有限会社　富士秀工業 富士宮市淀師字立石１５６１ー５ 代表取締役 鈴木　浩明 0544-28-5370 管 Ｂ

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 管 Ｂ

株式会社　朝日鉄建 富士宮市北山５２８５ー９ 代表取締役 朝日　康典 0544-58-3839 大工 －

有限会社　鈴一建設 富士宮市三園平１５９ 代表取締役 石井　俊一 0544-27-0046 大工 －

株式会社　朝日鉄建 富士宮市北山５２８５ー９ 代表取締役 朝日　康典 0544-58-3839 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　オダギリ 富士宮市人穴１８５ー３ 代表取締役 小田切　清三 0544-52-1271 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

有限会社　小泉土建 富士宮市大久保１９５ 代表取締役 小泉　義徳 0544-65-0217 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

有限会社　佐藤工業 富士宮市西山２４８５ー１ 代表取締役 日原　誠 0544-65-2822 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　佐野州組 富士宮市外神１５２１ 代表取締役 佐野　昌彦 0544-58-3570 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

佐野藤建設　株式会社 富士宮市上条１５４０ー１ 代表取締役 佐野　哲也 0544-58-0610 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　鈴幸解体 富士宮市北山３３７０ー１ 代表取締役 鈴木　敦 0544-58-6200 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　成慎工業 富士宮市山宮２６１１ 代表取締役 渡邊　慎也 0544-29-7614 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

有限会社　匠工房健宗建設 富士宮市粟倉３０８ー７ 代表取締役 松浦　健太 0544-22-5116 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　深澤工業 富士宮市田中町１４ 代表取締役 深澤　和秀 0544-27-0273 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

松井建材　株式会社 富士宮市大鹿窪３９５ー３ 代表取締役 松井　英雄 67-0593 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　丸芳 富士宮市青木１１８６ー１ 代表取締役 佐野　裕亮 0544-27-6048 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　三井エンタープライズ 富士宮市村山１０７１ー２ 代表取締役 三井　康秀 0544-22-8538 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

株式会社　山本組 富士宮市北町３ー１０ 代表取締役 山本　篤 0544-26-2357 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－
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株式会社　雄陽工業 富士宮市山本４６５ー２２ 代表取締役 瀬戸　充洋 0544-26-1926 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

有限会社　渡邊総業 富士宮市粟倉５４０ー５ 代表取締役 渡邊　好一 0544-26-0211 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

有限会社　ワトー 富士宮市小泉４９１ー８ 代表取締役 三澤　啓介 0544-22-9030 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ－

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 石 －

有限会社　トガミ 富士宮市外神７ー１ 代表取締役 樋口　亨 0544-58-1450 石 －

株式会社　富田建設 富士宮市山宮１０１８－２１ 代表取締役社長 富田　雄也 0544-58-5725 石 －

有限会社　鈴一建設 富士宮市三園平１５９ 代表取締役 石井　俊一 0544-27-0046 屋根 －

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 屋根 －

株式会社　朝日鉄建 富士宮市北山５２８５ー９ 代表取締役 朝日　康典 0544-58-3839 鋼構造物 －

佐野鉄工所 富士宮市下条２０４１ー２ 代表 佐野　光寿 0544-58-4887 鋼構造物 －

株式会社　成和建設 富士宮市長貫４４１ー１ 代表取締役 佐野　広明 0544-65-2788 鋼構造物 －

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 鋼構造物 －

株式会社　坪井土建 富士宮市青木１２８５ー１ 代表取締役 坪井　多惠子 0544-23-6100 鋼構造物 －

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 鋼構造物 －

株式会社　深澤工業 富士宮市田中町１４ 代表取締役 深澤　和秀 0544-27-0273 鋼構造物 －

株式会社　青木組 富士宮市大久保２７９ 代表取締役 青木　雅計 0544-65-0144 ほ装 －

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 ほ装 －

株式会社　イシカワ 富士宮市大久保５１ー１ 代表取締役 石川　亨 0544-65-1484 ほ装 －

株式会社　井出恒組 富士宮市元城町１３ー２４ 代表取締役 増田　隆俊 0544-26-3096 ほ装 －

永将建設　株式会社 富士宮市山宮１７ー２ 代表取締役 永田　正二 0544-58-3399 ほ装 －

株式会社　延利工業 富士宮市北山２４７１ー２ 代表取締役 石川　幸延 090-2944-5461 ほ装 －

有限会社　大石 富士宮市内房３１５２ー２ 代表取締役 小野田　叔史 0544-65-0169 ほ装 －

株式会社　大石組 富士宮市弓沢町６３５ 代表取締役 清　哲也 0544-26-0010 ほ装 －

有限会社　櫂工務店 富士宮市野中１００３ー５ 代表取締役 佐野　郁男 0544-22-3213 ほ装 －

株式会社　加瀬澤組 富士宮市田中町５８５ 代表取締役 加瀬澤　理 0544-27-2138 ほ装 －

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 ほ装 －

有限会社　小泉土建 富士宮市大久保１９５ 代表取締役 小泉　義徳 0544-65-0217 ほ装 －



業者名 所在地または住所 代表者役職 代表者氏名 電話番号 工種 ランク

株式会社　神戸重機土木 富士宮市上条６１３ー１ 代表取締役 神戸　伯男 0544-58-0093 ほ装 －

有限会社　小阪建設 富士宮市万野原新田４０１９ー１ 代表取締役 小阪　雄一 0544-27-4833 ほ装 －

株式会社　小松建設 富士宮市北山１９０８ 代表取締役 小松　實 0544-58-1368 ほ装 －

齊藤建設　株式会社 富士宮市大中里１４６９ 代表取締役 齊藤　宗一 0544-27-9196 ほ装 －

斎藤興業　株式会社 富士宮市大中里８５９ー５ 代表取締役 齋藤　育男 0544-26-3503 ほ装 －

株式会社　笹原建設 富士宮市万野原新田３０９６ 代表取締役 笹原　惠 0544-22-0188 ほ装 －

有限会社　佐野修工業 富士宮市大鹿窪３８３ー７ 代表取締役 佐野　修次 0544-66-0378 ほ装 －

佐野藤建設　株式会社 富士宮市上条１５４０ー１ 代表取締役 佐野　哲也 0544-58-0610 ほ装 －

株式会社　佐野緑化 富士宮市外神１２７２ー１ 代表取締役 佐野　貴彦 0544-27-2825 ほ装 －

株式会社　山桂 富士宮市富士見ケ丘６７７ 代表取締役 山下　峻正 0544-27-0155 ほ装 －

芝川建設工業　株式会社 富士宮市西山２４９４ー２ 代表取締役 佐野　義彦 0544-65-1608 ほ装 －

株式会社　鈴木組 富士宮市小泉３６２ー６ 代表取締役 鈴木　統太 0544-23-2245 ほ装 －

清建設　株式会社 富士宮市浅間町８ー１２ 代表取締役 清　一敏 0544-26-5354 ほ装 －

株式会社　成慎工業 富士宮市山宮２６１１ 代表取締役 渡邊　慎也 0544-29-7614 ほ装 －

株式会社　成和建設 富士宮市長貫４４１ー１ 代表取締役 佐野　広明 0544-65-2788 ほ装 －

株式会社　石栄庭園 富士宮市北山５４４４ー３ 代表取締役 石川　泰宏 0544-58-0921 ほ装 －

株式会社　大栄建設 富士宮市貴船町５ー１７ 代表取締役 伊藤　重治 0544-27-7734 ほ装 －

有限会社　高野水道工務店 富士宮市半野１４１ 代表取締役 高野　栄治 0544-54-0176 ほ装 －

拓進建設　株式会社 富士宮市下稲子１０４０ー１ 代表取締役 佐野　裕康 0544-66-0326 ほ装 －

有限会社　竹川建設 富士宮市麓３４ 代表取締役 竹川　良太 0544-52-0734 ほ装 －

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 ほ装 －

有限会社　坪井組 富士宮市野中町７４１ 代表取締役 坪井　孝文 0544-27-3305 ほ装 －

株式会社　坪井土建 富士宮市青木１２８５ー１ 代表取締役 坪井　多惠子 0544-23-6100 ほ装 －

株式会社　寺原土木 富士宮市万野原新田３３７５ー４ 代表取締役 寺原　一美 0544-24-9014 ほ装 －

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 ほ装 －

株式会社　富田建設 富士宮市山宮１０１８－２１ 代表取締役社長 富田　雄也 0544-58-5725 ほ装 －

株式会社　中口 富士宮市杉田８５３－５５ 代表取締役 中口　友晴 0544-22-0601 ほ装 －
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光建業　株式会社 富士宮市下条２０ 代表取締役 佐野　義光 0544-58-0244 ほ装 －

株式会社　光建設 富士宮市大宮町１２ー１ 代表取締役 佐野　光一 0544-29-7530 ほ装 －

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 ほ装 －

有限会社　富士建材土木 富士宮市猪之頭６２６ー１ 代表取締役 植松　秀行 0544-52-0077 ほ装 －

株式会社　丸進建設 富士宮市神田川町１７ー８ 代表取締役 塩川　進 0544-24-8255 ほ装 －

株式会社　三与建設 富士宮市田中町１１５０ 代表取締役 三尾　祐一 0544-27-0770 ほ装 －

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 ほ装 －

無双建設　株式会社 富士宮市小泉２２９０ー３ 代表取締役 加藤　史久 0544-23-3462 ほ装 －

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 ほ装 －

明徳建設　株式会社 富士宮市大中里１３９９ー１４ 代表取締役 河西　幸一 0544-28-3025 ほ装 －

株式会社　メンテ三井組 富士宮市村山１２４２ー２ 代表取締役 渡辺　公彦 0544-26-5813 ほ装 －

有限会社　優栄土木 富士宮市北山５３６９ー５ 代表取締役 朝日　優 0544-58-1653 ほ装 －

株式会社　雄陽工業 富士宮市山本４６５ー２２ 代表取締役 瀬戸　充洋 0544-26-1926 ほ装 －

有限会社　依田土建 富士宮市小泉２２８０ー１７ 代表取締役 依田　広人 0544-26-4462 ほ装 －

株式会社　若林土木 富士宮市山本４８０ー６ 代表取締役 若林　信一 0544-23-2311 ほ装 －

有限会社　ワトー 富士宮市小泉４９１ー８ 代表取締役 三澤　啓介 0544-22-9030 ほ装 －

株式会社　藁科組 富士宮市精進川３５５ 代表取締役 藁科　信之介 0544-58-0432 ほ装 －

有限会社　藁昇建設 富士宮市外神東町１９５ー２ 代表取締役 藁間　智之 0544-58-5466 ほ装 －

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 しゅんせつ－

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 しゅんせつ－

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 塗装 －

株式会社　植松建装 富士宮市宮原３９２ー８ 代表取締役 植松　茂之 0544-27-1886 塗装 －

株式会社　岳南塗装デザイン 富士宮市東町２６ー１ 代表取締役 稲葉　正信 0544-26-4392 塗装 －

ＣＯＬＯＲＳ　ＢＵＩＬＤ　株式会社 富士宮市黒田３１０ 代表取締役 磯貝　隆一 0544-22-0255 塗装 －

鈴木化成品　株式会社 富士宮市田中町８３５ 代表取締役 鈴木　敏広 0544-27-1255 塗装 －

有限会社　鈴ペン 富士宮市豊町１４ー１５ 代表取締役 鈴木　国彦 0544-27-0422 塗装 －

株式会社　成和建設 富士宮市長貫４４１ー１ 代表取締役 佐野　広明 0544-65-2788 塗装 －
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株式会社　高岡塗装 富士宮市大中里１７４０ー１ 高岡　正年 0544-23-3636 塗装 －

株式会社　光塗装 富士宮市富士見ケ丘１１６３ 代表取締役 池田　遼 0544-23-7262 塗装 －

株式会社　ビルメン・サノ 富士宮市朝日町２２ー３０ 代表取締役 佐野　順信 0544-26-1187 塗装 －

有限会社　富士宮防水工業 富士宮市野中東町７２ー２ 代表取締役 望月　裕貴 0544-23-2356 塗装 －

株式会社　リッジテック 富士宮市外神９８１ー２ 代表取締役 望月　勇次 0544-66-3880 塗装 －

有限会社　和光美装 富士宮市北山２８３９ー１ 代表取締役 杉山　礼和 0544-58-1533 塗装 －

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 防水 －

株式会社　植松建装 富士宮市宮原３９２ー８ 代表取締役 植松　茂之 0544-27-1886 防水 －

株式会社　岳南塗装デザイン 富士宮市東町２６ー１ 代表取締役 稲葉　正信 0544-26-4392 防水 －

ＣＯＬＯＲＳ　ＢＵＩＬＤ　株式会社 富士宮市黒田３１０ 磯貝　隆一 0544-22-0255 防水 －

鈴木化成品　株式会社 富士宮市田中町８３５ 代表取締役 鈴木　敏広 0544-27-1255 防水 －

株式会社　高岡塗装 富士宮市大中里１７４０ー１ 代表取締役 高岡　正年 0544-23-3636 防水 －

株式会社　光塗装 富士宮市富士見ケ丘１１６３ 代表取締役 池田　遼 0544-23-7262 防水 －

株式会社　ビルメン・サノ 富士宮市朝日町２２ー３０ 代表取締役 佐野　順信 0544-26-1187 防水 －

有限会社　富士宮防水工業 富士宮市野中東町７２ー２ 代表取締役 望月　裕貴 0544-23-2356 防水 －

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 防水 －

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 防水 －

株式会社　リッジテック 富士宮市外神９８１ー２ 代表取締役 望月　勇次 0544-66-3880 防水 －

有限会社　和光美装 富士宮市北山２８３９ー１ 代表取締役 杉山　礼和 0544-58-1533 防水 －

有限会社　鈴一建設 富士宮市三園平１５９ 代表取締役 石井　俊一 0544-27-0046 内装仕上 －

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 内装仕上 －

有限会社　富士ハンプ 富士宮市城北町３９１ 代表取締役 山本　貢 0544-26-4552 内装仕上 －

株式会社　小野田総合設備 富士宮市小泉１３９８ー３ 代表取締役 小野田　たくみ 0544-27-1174 機械器具設置－

佐野鉄工所 富士宮市下条２０４１ー２ 代表 佐野　光寿 0544-58-4887 機械器具設置－

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 機械器具設置－

株式会社　トモエ商会 富士宮市浅間町１０ー１ 代表取締役 望月　雅貴 0544-27-5151 機械器具設置－

株式会社　深澤工業 富士宮市田中町１４ 代表取締役 深澤　和秀 0544-27-0273 機械器具設置－
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有限会社　フジソー 富士宮市中央町１０ー１３ 代表取締役 鈴木　修司 0544-27-5578 機械器具設置－

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 機械器具設置－

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 熱絶縁 －

赤池造園　株式会社 富士宮市万野原新田３０４５ー２３ 代表取締役 赤池　隼一 0544-24-3568 造園 －

株式会社　植嘉 富士宮市若の宮町２９４ 代表取締役 仲井　恒裕 0544-28-2828 造園 －

株式会社　オダギリ 富士宮市人穴１８５ー３ 代表取締役 小田切　清三 0544-52-1271 造園 －

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 造園 －

有限会社　小林造園 富士宮市粟倉９８２ー６ 代表取締役 小林　召二 0544-24-4533 造園 －

株式会社　小松建設 富士宮市北山１９０８ 代表取締役 小松　實 0544-58-1368 造園 －

株式会社　佐野緑化 富士宮市外神１２７２ー１ 代表取締役 佐野　貴彦 0544-27-2825 造園 －

株式会社　石栄庭園 富士宮市北山５４４４ー３ 代表取締役 石川　泰宏 0544-58-0921 造園 －

株式会社　双葉グリーン 富士宮市万野原新田３２８９ー５９ 代表取締役 川本　英知 0544-26-3138 造園 －

有限会社　丸石造園 富士宮市北山５４１８ 代表取締役 石川　博之 0544-58-0933 造園 －

無双建設　株式会社 富士宮市小泉２２９０ー３ 代表取締役 加藤　史久 0544-23-3462 造園 －

株式会社　メンテ三井組 富士宮市村山１２４２ー２ 代表取締役 渡辺　公彦 0544-26-5813 造園 －

株式会社　望月造園 富士宮市北山３３７８ー１ 代表取締役 望月　義春 0544-58-0302 造園 －

有限会社　依田造園 富士宮市猪之頭１６０７ー５ 代表取締役 依田　強 0544-52-0947 造園 －

有限会社　渡辺庭石グリーン 富士宮市北山５１７５ー８ 代表取締役 渡邊　定信 0544-58-3831 造園 －

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 水道施設 －

有限会社　石川住設 富士宮市東阿幸地２９５ 代表取締役 石川　俊洋 0544-27-7129 水道施設 －

株式会社　井出恒組 富士宮市元城町１３ー２４ 代表取締役 増田　隆俊 0544-26-3096 水道施設 －

株式会社　大石組 富士宮市弓沢町６３５ 代表取締役 清　哲也 0544-26-0010 水道施設 －

株式会社　小野田総合設備 富士宮市小泉１３９８ー３ 代表取締役 小野田　たくみ 0544-27-1174 水道施設 －

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 水道施設 －

有限会社　小林総合設備 富士宮市安居山５８７ー１ 代表取締役 小林　英樹 0544-24-3602 水道施設 －

株式会社　小松建設 富士宮市北山１９０８ 代表取締役 小松　實 0544-58-1368 水道施設 －

株式会社　佐野緑化 富士宮市外神１２７２ー１ 代表取締役 佐野　貴彦 0544-27-2825 水道施設 －



業者名 所在地または住所 代表者役職 代表者氏名 電話番号 工種 ランク

株式会社　山桂 富士宮市富士見ケ丘６７７ 代表取締役 山下　峻正 0544-27-0155 水道施設 －

芝水屋　株式会社 富士宮市大久保４８５ 代表取締役 黒木　紳助 0544-65-2826 水道施設 －

株式会社　鈴木組 富士宮市小泉３６２ー６ 代表取締役 鈴木　統太 0544-23-2245 水道施設 －

有限会社　鈴木設備 富士宮市下条７３ 代表取締役 鈴木　正洋 0544-58-0641 水道施設 －

諏訪部管工　有限会社 富士宮市中島町３３７ 代表取締役 諏訪部　周太郎 0544-27-2372 水道施設 －

株式会社　成和建設 富士宮市長貫４４１ー１ 代表取締役 佐野　広明 0544-65-2788 水道施設 －

株式会社　大成管工 富士宮市青木１２１３ 代表取締役 佐野　守 0544-27-2911 水道施設 －

有限会社　高野水道工務店 富士宮市半野１４１ 代表取締役 高野　栄治 0544-54-0176 水道施設 －

拓進建設　株式会社 富士宮市下稲子１０４０ー１ 代表取締役 佐野　裕康 0544-66-0326 水道施設 －

地成建設　株式会社 富士宮市長貫６７５ー２ 代表取締役 望月　敏雄 0544-65-1233 水道施設 －

株式会社　坪井土建 富士宮市青木１２８５ー１ 代表取締役 坪井　多惠子 0544-23-6100 水道施設 －

東海エンジニアリング　株式会社 富士宮市野中１２５０ー２３ 代表取締役 髙田　信二 0544-24-1066 水道施設 －

株式会社　藤伸設備サービス 富士宮市山宮１５７０ー４ 代表取締役 伊藤　寛幸 0544-58-3529 水道施設 －

株式会社　富田建設 富士宮市山宮１０１８－２１ 代表取締役社長 富田　雄也 0544-58-5725 水道施設 －

株式会社　中口 富士宮市杉田８５３－５５ 代表取締役 中口　友晴 0544-22-0601 水道施設 －

株式会社　ひかり設備 富士宮市小泉２３４８ー８ 代表取締役 佐野　匡哉 0544-27-8913 水道施設 －

有限会社　フジソー 富士宮市中央町１０ー１３ 代表取締役 鈴木　修司 0544-27-5578 水道施設 －

有限会社　堀内設備 富士宮市山宮１９０３ 代表取締役 堀内　和弥 0544-58-1915 水道施設 －

株式会社　三与建設 富士宮市田中町１１５０ 代表取締役 三尾　祐一 0544-27-0770 水道施設 －

宮鉄建設　株式会社 富士宮市淀平町８７０ 代表取締役 遠藤　秋芳 0544-27-1940 水道施設 －

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 水道施設 －

有限会社　山下水道工務店 富士宮市下条３９２ 取締役 寺田　憲司 0544-58-0264 水道施設 －

株式会社　藁科組 富士宮市精進川３５５ 代表取締役 藁科　信之介 0544-58-0432 水道施設 －

オブリック　株式会社 富士宮市田中町５４３ 代表取締役 篠原　松太郎 0544-24-2211 消防施設 －

諏訪部管工　有限会社 富士宮市中島町３３７ 代表取締役 諏訪部　周太郎 0544-27-2372 消防施設 －

株式会社　望月工業所 富士宮市青木字下河原５０ー１６ 代表取締役 望月　達也 0544-24-1957 消防施設 －

株式会社　旭建設 富士宮市北町１５ー１ 代表取締役 石川　真司 0544-26-9125 解体 －



業者名 所在地または住所 代表者役職 代表者氏名 電話番号 工種 ランク

株式会社　加瀬澤組 富士宮市田中町５８５ 代表取締役 加瀬澤　理 0544-27-2138 解体 －

ＣＯＬＯＲＳ　ＢＵＩＬＤ　株式会社 富士宮市黒田３１０ 代表取締役 磯貝　隆一 0544-22-0255 解体 －

株式会社　川俣組 富士宮市下条２９８ー１ 代表取締役 佐野　孝 0544-58-1220 解体 －

株式会社　クボダイ 富士宮市精進川３６４ー２ 代表取締役 佐野　久夫 0544-58-5110 解体 －

佐野藤建設　株式会社 富士宮市上条１５４０ー１ 代表取締役 佐野　哲也 0544-58-0610 解体 －

芝水屋　株式会社 富士宮市大久保４８５ 代表取締役 黒木　紳助 0544-65-2826 解体 －

株式会社　鈴幸解体 富士宮市北山３３７０ー１ 代表取締役 鈴木　敦 0544-58-6200 解体 －

有限会社　大栄産業 富士宮市大宮町１２ー１ 代表取締役 佐野　光一 0544-26-5539 解体 －

株式会社　丸芳 富士宮市青木１１８６ー１ 代表取締役 佐野　裕亮 0544-27-6048 解体 －

株式会社　三井エンタープライズ 富士宮市村山１０７１ー２ 代表取締役 三井　康秀 0544-22-8538 解体 －

株式会社　村野 富士宮市羽鮒１４２３ 代表取締役 村野　文政 0544-65-0041 解体 －

株式会社　雄陽工業 富士宮市山本４６５ー２２ 代表取締役 瀬戸　充洋 0544-26-1926 解体 －

有限会社　渡邊総業 富士宮市粟倉５４０ー５ 代表取締役 渡邊　好一 0544-26-0211 解体 －

有限会社　ワトー 富士宮市小泉４９１ー８ 代表取締役 三澤　啓介 0544-22-9030 解体 －

有限会社　藁昇建設 富士宮市外神東町１９５ー２ 代表取締役 藁間　智之 0544-58-5466 解体 －


