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解体工事業登録者一覧
2021年6月18日 現在

登録番号 登録日 商号又は名称 代表者 主たる営業所の所在地 技術管理者 主たる営業所の住所

（解体－28）第8号 H28.12.22 （株）都田商会 本田　誠一 境港市 本田　誠一 境港市渡町６１６－１

（解体－29）第21号 H30.1.23 （有）小巖建材 小巖　秀美 米子市 小巖　秀美 米子市米原８－１１－５８

（解体－28）第34号 H28.11.14 東栄開発 駒井　利夫 鳥取市 駒井　利夫 鳥取市高住８５１－１９

（解体－29）第39号 H29.10.16 Ｋ＆Ｋ 林　清 倉吉市 林　清 倉吉市岩倉３００－２

（解体－2）第53号 R2.10.2 環境興産 若田　宗則 米子市 西村　俊一 米子市灘町１－１０９

（解体－28）第58号 H28.8.12 （有）坂本商事 坂本　博美 鳥取市 坂本　博美 鳥取市下味野２６６－２

（解体－28）第59号 H28.9.8 八十八 田中　博 鳥取市 村上　義己 鳥取市福部町海士５６５－２

（解体－28）第60号 H28.9.22 （株）中国電波設備 民谷　祝男 鳥取市 三宅　和英 鳥取市千代水３－９０

（解体－28）第61号 H28.9.23 亀井技研 亀井　直行 米子市 亀井　直行 米子市大篠津町１８１８－５

（解体－28）第63号 H29.2.4 下山　容一 下山　容一 鳥取市 下山　容一 鳥取市国府町町屋２６７

（解体－30）第69号 H30.7.10 松本住設 松本　功一 八頭郡若桜町 松本　功一 八頭郡若桜町高野４１５

（解体－30）第70号 H30.8.19 （有）タムラ 田村　義壽 鳥取市 田村　義壽 鳥取市美萩野１－１０１

（解体－1）第74号 R1.8.1 中谷　壽江 中谷　壽江 鳥取市 石海　操 鳥取市三山口８５５

（解体‐26）第76号 R1.11.6 ヒロコー 菅井　宏幸 島根県安来市 篠村　貢 島根県安来市植田町７７９

（解体‐28）第84号 H28.4.12 ＡＩＷＡ工建 岡本　広幸 倉吉市 岡本　広幸 倉吉市尾原８４

（解体‐31）第85号 H31.4.19 株式会社鳥建 鳥飼　裕馬 鳥取市 鳥飼　裕馬 鳥取市大覚寺２９３－１

（解体‐28）第86号 H28.5.20 秋建 秋田　峰夫 米子市 秋田　峰夫 米子市新開１－１－６６－Ｂ２０２

（解体‐28）第88号 H28.9.1 岡垣　隆司 岡垣　隆司 鳥取市 永渕　義和 鳥取市湖山町西３－５３１－２

（解体‐28）第89号 H28.9.6 鈴木興業 鈴木　靖敏 岩美郡岩美町 鈴木　靖敏 岩美郡岩美町本庄３３２－４

（解体‐28）第91号 R3.9.17 (株)エル・オフィス 大畑　浩士 鳥取市 玉尾　弘美 鳥取市湖山町北１－４２７－１

（解体‐28）第92号 H28.11.1 エフエーエス 中口　勝正 倉吉市 中口　勝正 倉吉市福光２２２－７

（解体‐28）第93号 H29.1.12 大木　己幸 大木　己幸 米子市 大木　己幸 米子市両三柳４４３４コーポはまなす２０２号

（解体‐28）第94号 H29.1.24 白兎産業 金田　敏矢 鳥取市 加藤　潤也 鳥取市湖山町西４－２５５

（解体‐28）第96号 H29.3.24 ホクシン工業（有） 福田　和壽 鳥取市 福田　和壽 鳥取市広岡２４５－８

（解体‐29）第97号 H29.4.4 宮脇解体 宮脇　道尚 鳥取市 宮脇　道尚 鳥取市緑ヶ丘２－６７０－８

（解体‐29）第99号 H29.9.14 （合）ＴＯＳ技建 小椋　貴秀 岡山県苫田郡 小椋　貴秀 岡山県苫田郡鏡野町上斎原１１８２－２

（解体‐29）第100号 H29.11.16 森木　喜代春 森木　喜代春 八頭郡八頭町 森木　喜代春 八頭郡八頭町池田５７０－２

（解体‐29）第101号 H29.11.27 ダイコウ建設（株） 宮本　大輔 島根県松江市 渡部　雄二 島根県松江市東津田町８５７－５

（解体‐30）第102号 H30.6.5 吉田建築 吉田　光博 鳥取市 吉田　光博 鳥取市津ノ井２６３－２

（解体‐30）第103号 H30.6.19 ワイケイ 安長　克己 米子市 豊嶌　正史 鳥取県米子市東福原８－２０－１７

（解体‐30）第105号 H30.7.4 西栄工業 西野　寛司 広島県福山市 西野　寛司 広島県福山市手城町４－９－２３－１０２

（解体‐30）第106号 H30.7.25 ウォールテック 中谷　昌史 鳥取市 中谷　昌史 鳥取県鳥取市古海３１２－７

（解体‐30）第107号 H30.10.15 境新産業 田口　清 境港市 田口　清 鳥取県境港市外江町１５６５－３

（解体‐30）第108号 H30.12.3 LECT 蔦尾　圭 鳥取市 蔦尾　圭 鳥取県鳥取市賀露町３丁目１３－２３

（解体‐30）第109号 H30.12.18 高田工業 高田　裕伍 倉吉市 高田　茂 鳥取県倉吉市中河原３５５－１

（解体‐30）第110号 H31.2.18 山本興業 山本　幸平 八頭町 山本　幸平 鳥取県八頭町小別府６０２－２９

（解体‐30）第111号 H31.3.14 株式会社副島産業 副島　由美 伯耆町 石田　三千人 鳥取県西伯郡伯耆町溝口３７５－１

（解体‐30）第112号 H31.2.20 新井工業 新井　一輝 米子市 新井　浩 鳥取県米子市淀江町小波１２０８－５

（解体‐1）第113号 R1.6.20 悠信工業 浦島　悠斗 鳥取市 浦島　悠斗 鳥取県鳥取市古海４５７－１

（解体‐1）第114号 R1.8.20 (有)藤原建材 藤原　偉久男 米子市 藤原　俊二 鳥取県米子市目久美町１３０－３

（解体‐1）第115号 R1.8.28 美研 岩本　年美 智頭町 岩本　年美 鳥取県八頭郡智頭町三田３１

（解体‐1）第116号 R1.12.18 庭工房Joy Garden 山本　優 米子市 山本　優 鳥取県米子市角盤町３－９４

（解体‐1）第117号 R1.12.18 濱口佐四郎商店 濱口　憲彦 鳥取市 濱口　憲彦 鳥取県鳥取市材木町３６９－２

（解体‐1）第118号 R2.3.2 (有)安部運送 西村　勝巳 境港市 西村　勝巳 鳥取県境港市竹内町１３９７

（解体‐1）第119号 R2.3.10 （株）オークレイ 廣瀬　武史 京都府 泉谷　彰伯 京都府木津川木津川台７丁目１１－１

（解体‐2）第120号 R2.4.6 （有）クルーズ 中谷　博彰 岩美郡岩美町 中谷　静雄 鳥取県岩美郡岩美町浦富３０８１－２４

（解体‐2）第121号 R2.5.18 (有)コバケン 小林　新之助 鳥取市 山田　薫 鳥取県鳥取市浜坂４丁目１－２０

（解体‐2）第122号 R2.6.25 （株）晃和 本池　和也 米子市 本池　和也
鳥取県米子市夜見町２３９５番地５

コーポプランタン２０１号
（解体‐2）第123号 R2.7.3 手島組 手島　繁美 境港市 手島　繁美 鳥取県境港市外江町２５８７番地

（解体‐2）第124号 R2.7.3 株式会社サーキット 中谷　茂樹 鳥取市 小谷　一広 鳥取県鳥取市三山口４５番地の１

（解体‐2）第125号 R2.8.21 アイ・ホールディングス 有田　雅彦 鳥取市 有田　雅彦 鳥取県鳥取市寿町４１６

（解体‐2）第126号 R2.9.29 株式会社恩田商店 恩田　正重 日野町 恩田　正重 鳥取県日野郡日野町下菅１６３

（解体‐2）第127号 R2.10.7 上田工業株式会社 上田　哲也 鳥取市 上田　哲也 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬２４０番地

（解体‐2）第128号 R2.12.1 株式会社ネクスト 糸賀　友里奈 島根県 糸賀　啓佑 島根県出雲市多伎町多岐８９番地２

（解体‐2）第129号 R2.12.17 山本商会 山本　勉 鳥取市 山本　勉 鳥取県鳥取市新品治町９３－１

（解体‐2）第130号 R3.3.5 合同会社Ｒ．Ｅ．Ｎｇｒｏｕｐ 大谷　欣道 鳥取市 大谷　欣道 鳥取県鳥取市津ノ井２５１－４

（解体‐3）第131号 R3.4.20 株式会社ひかり 迫　朗禎 鳥取市 迫　朗禎 鳥取県鳥取市湖山町北１丁目５１５番地１

（解体‐3）第132号 R3.5.11 株式会社博将工業 青木　将貴 島根県 青木　将貴
島根県松江市東津田町２３２３番地１

ヴィラやすらぎ１０５号室
（解体‐3）第133号 R3.5.7 諒和工業 福井　諒太 鳥取市 福井　諒太 鳥取県鳥取市商栄町３９７－７　Ｒｉａｎ２０２

（解体‐3）第134号 R3.5.18 Ｋ・Ｙ・Ｓ株式会社 原　康浩 島根県 原　康浩 島根県松江市東出雲町揖屋３７５番１


