
令和5年4月1日　現在

業 者 名 登 録 業 種

1 （有）赤崎建設 建築　 解体

2 （株）アジア工営 土木

3 （有）鯵坂緑地建設 とび　 造園

4 （有）阿野山建工 建築　 管　　 解体

5 （有）有重工務店 土木　 建築　 舗装　 水道　 解体

6 （株）有薗　川辺支店 建築　 大工　 屋根　 内装　 建具

7 （有）有村植樹園 土木　 造園

8 （有）安藤水道工業 土木　 とび　 管　　 水道

9 （有）安楽建設 土木　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体

10 （有）イセチ設備工業 土木　 管　　 水道

11 （有）伊瀬知土木 土木　 石　　 管　　 鋼構　 舗装　 水道　 解体

12 （有）永照電気 電気　 管　　 通信

13 （有）江平ガラス工業 ガラス 建具

14 （株）大坪建設 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 解体

15 （有）大山鉄工所 鋼構

16 岡元電設（株） 電気

17 （有）オリタ電設 電気　 管

18 （有）折田時計電器店 電気　 管

19 （株）上窪組 土木　 建築　 管　　 舗装　 水道　 解体

20 （有）神薗鉄工建設 建築　 屋根　 鋼構

21 （株）加覧組 土木　 とび　 石　　 舗装　 解体

22 （株）菊永建設 土木

23 （有）北薗建設 建築　 内装

24 （有）久徳電工 電気　 管

25 （株）倉村組 土木　 建築　 大工　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体

26 （有）グリーンサービス中渡瀬 土木　 造園　 解体

27 桑畑建設（株） 土木　 建築　 舗装　 浚渫　 解体

28 （株）沢津橋造園 土木　 とび　 舗装　 造園　 解体

29 芝原電設（株） 電気　 管

30 新谷緑化（株） 土木　 石　　 造園

31 新留電機 電気　 管

32 世紀東急工業（株）鹿児島営業所 土木　 とび　 鋼構　 舗装　 塗装

33 （有）セイコウ建設 土木　 建築　 とび　 舗装　 解体

34 相和電気（株）南薩営業所 電気　 管

35 （株）第一地研開発川辺支店 土木　 とび　 管　　 舗装　 さく井 解体

36 （株）大成寺工務店 土木　 建築

37 （有）平水道 土木　 管　　 舗装　 水道　 消防

38 （株）田川組 土木　 建築　 舗装　 水道　 解体

39 （株）田代住建 建築

40 （有）田代水道 土木　 管　　 舗装　 水道

41 （有）田中工務店 土木　 建築　 舗装　 内装　 水道　 解体

42 垂水緑地建設（株） 土木　 造園

43 （有）鶴田組 土木　 とび　 舗装　 水道

44 （有）鶴田水道設備 土木　 管　　 水道

45 （有）東京商事 管　　 水道
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46 （株）堂薗組 土木　 とび　 舗装　 解体

47 （有）取違工業 さく井

48 （株）内装のきみの 内装

49 （有）永谷造園 土木　 造園

50 中村総業（有） 建築　 解体

51 （株）西商会 土木　 管　　 舗装　 水道

52 （有）西垂水産業建設
土木　 建築　 とび　 石　　 管　　 舗装　 浚渫　 水道
解体

53 （有）西村工務店 土木　 建築　 管　　 舗装　 水道　 解体

54 （有）塗木開発 土木　 とび　 石　　 管　　 舗装　 塗装　 水道　 解体

55 （有）登建設 土木　 建築　 大工　 舗装　 解体

56 橋口建設（株） 土木　 建築　 舗装　 解体

57 （株）枦建設 土木　 とび　 舗装　 解体

58 （有）日置住建 建築　 解体

59 東建設（株） 土木　 建築　 とび　 舗装　 解体

60 （有）平川工務店
土木　 建築　 大工　 とび　 石　　 屋根　 舗装　 浚渫
水道　 解体

61 福元電設 電気　 管

62 【全て辞退】（株）古市建設 土木　 建築　 とび　 石　　 舗装　 水道　 解体

63 （株）プロエイト 電気

64 （株）堀之内建設 土木　 建築　 とび　 管　　 舗装　 水道　 解体

65 （有）前田工務店 土木　 とび　 舗装

66 マエダハウス（株） 建築　 大工　 屋根

67 （株）前野設備 土木　 管　　 水道

68 （有）前原建設 土木　 建築　 管　　 舗装　 解体

69 （有）前村建設 土木　 舗装　 造園　 水道　 解体

70 （有）前山建設 土木　 建築　 解体

71 （有）松薗工務店 土木　 建築

72 （有）松山建設 土木　 建築　 とび　 舗装　 水道

73 マル川建設（株） 土木　 建築　 舗装　 解体

74 南日本電設・電化 電気　 管

75 （有）森口設備工業 土木　 管　　 水道

76 森田建設（株） 土木　 とび　 舗装　 造園　 解体

77 （有）雪丸工業 土木　 とび　 舗装　 解体

78 湯田建設（株） 土木　 建築　 大工　 とび　 石　　 屋根　 舗装　 水道

79 （有）吉留建設 土木　 とび　 舗装　 解体

80 （有）若松緑化建設 土木　 とび　 石　　 舗装　 浚渫　 造園　 水道

81 （株）和田防水 塗装　 防水
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