（一社）大野建設業会会員名簿

会社名

役職

氏名

㈱アステイオン

代表取締役

西尾

㈱穴馬組

代表取締役

谷

㈲雨塚組

代表取締役

雨塚

井尾建設㈱

代表取締役

住所

電話

ファックス

〒912-0425 大野市平澤領家12-41-2

0779-65-8200

0779-64-5671

〒912-0205 大野市朝日21-1-5

0779-78-2008

0779-78-2453

喜代治

〒912-0823 大野市蕨生70-7

0779-65-4166

0779-65-8470

井尾

孝司

〒912-0401 大野市吉6-10-1

0779-66-3196

0779-66-4084

石田建設㈱

代表取締役社長 佐野

孝文

〒912-0021 大野市下中野53-10-3

0779-66-4372

0779-66-6238

㈲石田産業

代表取締役社長 石田

重隆

〒912-0088 大野市水落町5-22

0779-66-2285

0779-64-5285

㈱泉建設

代表取締役社長 高畑

義孝

〒912-0061 大野市篠座65-98-2

0779-66-1108

0779-66-2424

㈲栄林建設

代表取締役

林

智義

〒912-0015 大野市中挟1丁目206

0779-66-0360

0779-66-1686

㈲岡

代表取締役社長 岡

一幸

〒912-0015 大野市中挟1丁目203

0779-65-0541

0779-65-1499

組

加代

郵便番号

弘典

大野建設工業㈱

代表取締役社長 池尾

宗紀

〒912-0042 大野市東中9-4-1

0779-66-5311

0779-66-5318

大野開発工業㈱

代表取締役

齋藤

善有

〒912-0021 大野市中野55-60

0779-65-5910

0779-65-8960

㈲北川組

代表取締役社長 須原

祥量

〒912-0138 大野市花房14-28

0779-67-1531

0779-67-1880

㈱桐林組

代表取締役

石田

元宏

〒912-0093 大野市中丁3-11-1

0779-66-5943

0779-66-6389

㈲久保工務店

代表取締役社長 久保

裕二

〒912-0811 大野市土打70-17-1

0779-65-3195

0779-65-3224

㈱建世

代表取締役社長 前川

修康

〒912-0053 大野市春日3丁目20-7

0779-66-0675

0779-65-8780

㈲小嶋組

代表取締役

杉田

たづ子

〒912-0021 大野市中野町1丁目2-24

0779-65-5506

0779-65-5507

㈱西行土木

代表取締役

西行

泰弘

〒912-0042 大野市東中町810

0779-66-3053

0779-65-8479

三光産業㈱

代表取締役

玉木

忠

〒912-0006 大野市庄林24-3

0779-65-3188

0779-65-5252

㈱杉田組

代表取締役

杉田

信悦

〒912-0021 大野市中野町1丁目2-24

0779-65-5589

0779-66-4763

㈱高村組

代表取締役社長 前川

浩二

〒912-0082 大野市大和町3-25

0779-66-3924

0779-66-3128

㈱高茂組

代表取締役

石塚

義徳

〒912-0017 大野市東中野2-910

0779-65-3600

0779-65-3127

㈱大幸建設

代表取締役

高間

清一

〒912-0811 大野市土打5字西木原7番地2

0779-66-7720 0779-66-7730

大南建設工業㈱

代表取締役社長 大月

和源

〒912-0023 大野市中荒井町1丁目821

0779-65-5580

0779-65-8581

大信建設㈱

代表取締役

三輪

欣也

〒912-0092 大野市清瀧124-3

0779-66-4108

0779-65-5178

㈲常見建設

代表取締役

常見

和紀

〒912-0811 大野市土打25-34

0779-65-0660

0779-65-0660

㈱土本組

代表取締役社長 土本

正道

〒912-0095 大野市下丁2-1

0779-66-2448

0779-66-3648

（一社）大野建設業会会員名簿

会社名

役職

氏名

郵便番号

住所

電話

ファックス

東部建設㈱

代表取締役社長 宮澤

則博

〒912-0205 大野市朝日35-7-19

0779-78-2732

0779-78-2367

㈲藤堂組

代表取締役

藤堂

二男

〒912-0142 大野市蓑道25-38

0779-67-1726

0779-67-1545

㈱富田建設

代表取締役

富田

信之

〒912-0036 大野市美川町10-1

0779-65-5550

0779-65-3030

㈲中村産業

代表取締役

中村

諭

〒912-0139 大野市不動堂45-1

0779-67-1530

0779-67-1080

㈲中野建設

代表取締役

三輪

泰之

〒912-0021 大野市中野第2号13番地1

0779-65-7580

0779-65-3172

㈱長﨑組

代表取締役

松田

五十六

〒912-0205 大野市朝日26-31-1

0779-78-2731

0779-78-2923

西尾建設工業㈱

代表取締役

西尾

正喜

〒912-0425 大野市平沢領家12-41-2

0779-65-4600

0779-65-4602

㈱西日本開発

代表取締役

山﨑

正利

〒912-0036 大野市美川町2-16

0779-66-1251

0779-66-1252

㈱宏幸組

代表取締役社長 田﨑

宏幸

〒912-0085 大野市新庄7-15

0779-65-8882

0779-65-8889

㈲堀田組

代表取締役

英美子

〒912-0414 大野市野中10-3

0779-64-1007

0779-64-7755

㈱前田組

代表取締役社長 前田

利尚

〒912-0051 大野市日吉町19-6

0779-65-5588

0779-65-5577

松井建設

代表者

松井

信政

〒912-0022 大野市陽明町3丁目1101

0779-66-3387

0779-66-3424

松本建設工業㈱

代表取締役社長 松本

久麿

〒912-0068 大野市茜町124

0779-66-5310

0779-66-5460

丸善建設㈱

代表取締役社長 辻

〒912-0067 大野市右近次郎40-64

0779-65-3746

0779-65-3917

㈱宮崎工務店

代表取締役社長 宮崎

政右衛門 〒912-0043 大野市国時町320番地

0779-65-6815

0779-65-6802

㈲宮澤建設

代表取締役社長 宮澤

百合子

〒912-0433 大野市木本49-9

0779-64-1812

0779-64-1878

㈱森尾組

代表取締役

森尾

義治

〒912-0206 大野市板倉1-4-2

0779-78-2025

0779-78-2026

山本建設工業㈱

代表取締役社長 山本

正二

〒912-0066 大野市南春日野25-18

0779-66-0246

0779-65-0046

㈱山内建設

代表取締役社長 山内

勝司

〒912-0031 大野市月美町5-19

0779-66-3803

0779-66-3801

㈱ﾔﾏｼｹﾞ建設

代表取締役社長 石塚

国治

〒912-0022 大野市陽明町3丁目401

0779-65-5055

0779-69-5054

㈲山清建設

代表取締役

山本

由子

〒912-0031 大野市月美町2-12

0779-65-1576

0779-65-1576

㈲柳建設

代表取締役社長 金岡

致明

〒912-0035 大野市有明町5-1

0779-65-8667

0779-65-8667

横田建設㈱

代表取締役

横田

憲一

〒912-0053 大野市春日3丁目18-9

0779-66-5650

0779-66-5681

㈱吉島組

代表取締役社長 吉島

孝志

〒912-0053 大野市春日3丁目20-9

0779-65-6572

0779-65-6572

㈲和光

代表取締役

〒912-0095 大野市下丁8-12-1

0779-65-8884

0779-65-8834

堀田

奥

偉射蒸

修次

