（一社）若狭地区建設業会会員名簿

会社名

役職

氏名

郵便番号

住所

電話

ファックス

㈱アシュワ

代表取締役

池田

光彦

〒917-0025 小浜市木崎26-25-1

0770-56-1556

0770-56-1586

㈱荒

代表取締役社長 荒木

和之

〒919-2111 大飯郡おおい町本郷146-37

0770-77-0010

0770-77-0015

石橋工業㈱

代表取締役

道幸

博一

〒919-2381 大飯郡高浜町西三松11-34

0770-72-2814

0770-72-5103

㈱イワタ

代表取締役社長 岩田

克彦

〒917-0088 小浜市小浜多賀98-3

0770-52-1778

0770-52-5022

内方組

代表者

武

〒917-0355 小浜市下田5-26-1

0770-59-0176

0770-59-0176

代表取締役社長 松山

重秋

〒917-0076 小浜市湯岡18-10-8

0770-52-4880

0770-52-4800

小浜建設㈱

代表取締役社長 武内

田鶴子

〒917-0077 小浜市駅前町16-2

0770-52-0670

0770-52-3437

上中土建㈱

代表取締役

水口

靖浩

〒919-1553 三方上中郡若狭町堤86-22

0770-62-0011

0770-62-0360

㈲カワショウ

代表取締役

川淵

克也

〒917-0026 小浜市多田2-14-2

0770-56-1945

0770-56-1924

㈲木村建設

代表取締役

木村

伊三男

〒919-2115 大飯郡おおい町父子21-4

0770-77-0500

0770-77-2199

㈲吉良組

代表取締役社長 松尾

康史

〒917-0385 大飯郡おおい町名田庄井上19-6

0770-67-3006

0770-67-3066

㈲久保組

代表取締役

久保

恵造

〒919-2104 大飯郡おおい町成和2-1-69

0770-77-0274

0770-77-2525

㈱窪田組

代表取締役

窪田

伸広

〒919-1553 三方上中郡若狭町堤16-8-3

0770-62-1003

0770-62-0248

㈱幸池建材

代表取締役

幸池

繁信

〒917-0241 小浜市遠敷1-603-2

0770-56-1414

0770-56-5117

㈱こんどう

代表取締役社長 近藤

和司

〒919-2103 大飯郡おおい町尾内32-11-1

0770-77-0120

0770-77-0002

㈱佐野組

代表取締役

佐野

和彦

〒919-1513 三方上中郡若狭町三田27-27-1

0770-64-1752

0770-64-1844

㈲山栄

代表取締役

上野

恭子

〒917-0233 小浜市太興寺33-15

0770-57-2030

0770-50-1314

三和建設㈱

代表取締役

中村

好成

〒919-1504 三方上中郡若狭町大鳥羽36-3-4

0770-64-1329

0770-64-1002

㈱塩野工務店

代表取締役社長 中山

義正

〒917-0065 小浜市小浜住吉50-17

0770-52-2650

0770-52-2651

㈱嶋田工務店

代表取締役社長 嶋田

義一

〒917-0025 小浜市木崎13-13

0770-56-1780

0770-56-1781

㈱下前産業

代表取締役社長 下前

昭広

〒917-0246 小浜市下根来21-6-2

0770-56-1224

0770-56-3529

若丹建設㈱

代表取締役

東

〒917-0383 大飯郡おおい町名田庄下38-18-1

0770-67-2314

0770-67-3318

㈲新東工業

代表取締役

星野

正

〒919-2373 大飯郡高浜町小和田72-14

0770-72-3368

0770-72-3636

新日本海事工業㈱ 代表取締役

松味

良幸

〒919-2226 大飯郡高浜町立石15-15-4

0770-72-3500

0770-72-3502

㈱杉本組

代表取締役社長 杉本

克彦

〒917-0241 小浜市遠敷89-19-1

0770-56-1552

0770-56-1534

㈱セイコウ

代表取締役

清治

〒917-0027 小浜市生守9-37

0770-56-4554

0770-56-4114

㈱岡

木

組

内方

上杉

克繁

（一社）若狭地区建設業会会員名簿

会社名

役職

氏名
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住所
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ファックス

㈲大豊建設

代表取締役

森本

勝也

〒919-2111 大飯郡おおい町本郷110-3

0770-77-0677

0770-77-0028

㈲田渕組

代表取締役

田渕

秀祥

〒919-2111 大飯郡おおい町本郷140-4

0770-77-2046

0770-77-0198

㈱時岡組

代表取締役社長 時岡

健介

〒919-2111 大飯郡おおい町本郷117-21-1

0770-77-0008

0770-77-2268

㈱直

代表取締役社長 山本

治和

〒917-0223 小浜市加茂15-39

0770-57-1321

0770-57-1323

行方建設㈱

代表取締役

行方

一典

〒917-0097 小浜市堀屋敷5-12

0770-64-5910

0770-64-5911

㈱西野工務店

代表取締役社長 久池

定光

〒919-1536 三方上中郡若狭町三宅80-32

0770-62-1234

0770-62-1390

㈱西野土木

代表取締役

裕城

〒919-1531 三方上中郡若狭町新道65-26

0770-62-1600

0770-62-1611

八峯建設㈱

代表取締役社長 菅原

浩

〒917-0382 大飯郡おおい町名田庄久坂3-80-1

0770-67-2002

0770-67-2109

㈱平

代表取締役

平川

喜洋

〒919-2202 大飯郡高浜町安土4-2

0770-72-3000

0770-72-3007

㈲平田木材店

代表取締役社長 平田

寛明

〒919-2201 大飯郡高浜町和田1-28

0770-72-3456

0770-72-0656

㈱フクセン

代表取締役社長 嶋口

茂和

〒917-0054 小浜市伏原23-11-1

0770-52-1232

0770-52-2843

㈲藤原組

代表取締役社長 藤原

義信

〒917-0381 大飯郡おおい町名田庄三重44-5

0770-67-2048

0770-67-2158

㈱藤本建設

代表取締役社長 藤本

勲

〒917-0075 小浜市南川町17-1-2

0770-52-1388

0770-52-1912

㈱松岡工務店

代表取締役社長 松岡

芳孝

〒917-0241 小浜市遠敷5丁目201-2

0770-56-2488

0770-56-1889

㈱ミズエ

代表取締役

水江

幹広

〒919-1513 三方上中郡若狭町三田28-38

0770-64-1504

0770-64-1810

㈱モトイ

代表取締役

田中

佳光

〒919-1556 三方上中郡若狭町玉置11-32

0770-57-1187

0770-57-1287

㈱籔本興業

代表取締役社長 籔本

晃一

〒919-2213 大飯郡高浜町畑11-9

0770-72-2737

0770-72-5288

㈱山下組

代表取締役

広太郎

〒917-0095 小浜市城内1丁目1-20

0770-52-0368

0770-53-0014

山惣ホーム㈱

代表取締役社長 山本

篤

〒919-2371 大飯郡高浜町中山50-22-5

0770-72-5677

0770-72-4769

㈲ヤマト植生

代表取締役

今川

善雄

〒917-0371 大飯郡おおい町名田庄小倉16-2

0770-67-2518

0770-67-2518

㈱山本組

代表取締役社長 山本

博樹

〒919-2133 大飯郡おおい町久保33-17

0770-78-1417

0770-78-1256

吉田開発㈱

代表取締役

吉田

彪

〒919-2386 大飯郡高浜町関屋61-2-1

0770-72-3346

0770-72-2835

若狭建設工業㈱

代表取締役社長 新谷

匠

〒917-0077 小浜市駅前町10-11

0770-52-1085

0770-52-1083

㈱和晃建装

代表取締役社長 赤崎

孝志

〒917-0241 小浜市遠敷89-21

0770-56-0046

0770-56-2394

組

川

西野

山下

