
令和４・５年消融雪施設保守点検業務入札参加資格者名簿 令和４年12月14日現在
対応可能地区（５地区）

地区① 地区② 地区③

1 鳥取 有限会社村島工業 〒680-0156 鳥取県鳥取市国府町中郷８７６番地１ 代表取締役 谷口　弘宜 0857-24-2009 0857-24-2327 ○ 東部 中部 八頭

2 鳥取 株式会社タカミズ 〒680-0913 鳥取県鳥取市安長１０２ 代表取締役 髙橋　恵美子 0857-50-0005 0857-50-0006 ○ 東部 八頭 中部

3 県外 山陰クボタ水道用材株式会社 〒690-0038 島根県松江市平成町１８２－１５ 代表取締役社長 杉谷　雅祥 0852-24-2418 0852-24-8850 ○ 日野 八頭 中部

4 中部 大和設備倉吉株式会社 〒682-0913 鳥取県倉吉市和田東町１９０ 代表取締役 中村　博之 0858-23-2211 0857-23-2215 ○ 中部

5 鳥取 株式会社さくら建設 〒680-1241 鳥取県鳥取市河原町長瀬２８９－１ 代表取締役 松本　勇一 0858-85-0227 0858-85-0355 ○ 東部 八頭 中部

6 米子 株式会社おかだ 〒689-3305 鳥取県西伯郡大山町神原２０２－２ 代表取締役 岡田　典子 0859-53-3050 0859-53-3058 ○ ⻄部 日野

7 八頭 山陰建設株式会社 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷２６３－１１ 代表取締役 上田　俊一 0858-72-0121 0858-72-2243 ○ 八頭

8 米子 株式会社ミテック 〒683-0024 鳥取県米子市吉谷２１７ 代表取締役 三村　秀紀 0859-26-5200 0859-26-2686 ○ ⻄部 日野

9 八頭 千代建設株式会社 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭６００－２ 代表取締役 浅井　崇志 0858-75-1485 0858-75-0273 ○ 八頭 東部

10 米子 美保テクノス株式会社 〒683-0037 鳥取県米子市昭和町２５ 代表取締役社長 野津　健市 0859-33-9211 0859-35-2672 ○ ⻄部

11 八頭 株式会社大英組 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭６５３－１５ 代表取締役 藤森　英之 0858-75-0716 0858-75-0717 ○ 八頭 東部

12 米子 株式会社モチダ 〒689-3543 鳥取県米子市蚊屋２４８－１ 代表取締役 持田　光雄 0859-27-1651 0859-27-3596 ○ ⻄部 日野

13 八頭 有限会社ヤマテク 〒680-0461 鳥取県八頭郡八頭町郡家５５９－２９ 代表取締役 山田　覚 0858-72-3770 0858-72-3772 ○ 八頭

14 日野 有限会社三森工務店 〒689-5214 鳥取県日野郡日南町三栄１１６２－５ 代表取締役 三森　一 0859-82-0352 0895-82-0062 ○ 日野 ⻄部

15 八頭 株式会社谷口工務店 〒689-1403 鳥取県八頭郡智頭町南方１１２８－２１ 代表取締役 谷口　洋一 0858-75-0254 0858-75-0286 ○ 八頭 東部

16 八頭 中一建設株式会社 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町若桜１１１１－５ 代表取締役 中尾　仁 0858-82-0631 0858-82-0633 ○ 八頭

17 鳥取 アステム株式会社 〒680-0061 鳥取県鳥取市立川町６－４０２ 代表取締役 中尾　正廣 0857-39-8886 0857-39-8887 ○ 東部 八頭 中部

18 八頭 有限会社宮本組 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町若桜３１８－６ 代表取締役 宮本　道郎 0858-82-1133 0858-82-0542 ○ 八頭

19 鳥取 有限会社大伸設備工業 〒680-0844 鳥取県鳥取市興南町１４８ 代表取締役 井口　哲也 0857-23-5630 0857-23-5618 ○ 東部

20 中部 中海工業株式会社 〒682-0018 鳥取県倉吉市福庭町１－５７１ 代表取締役 山本　孝平 0858-26-4431 0858-26-4414 ○ 中部

21 鳥取 環境テクノス株式会社 〒680-0913 鳥取県鳥取市安長８３－２ 代表取締役 長江　真梨子 0857-30-0166 0857-30-1200 ○ 東部 八頭

22 鳥取 株式会社サカエ 〒680-0913 鳥取県鳥取市安長８３－１ 代表取締役 新　和隆 0857-30-1011 0857-30-1200 ○ 東部 八頭

23 八頭 東洋建設株式会社 〒680-0451 鳥取県八頭郡八頭町久能寺６９４－４ 代表取締役 森木　悟 0858-72-3182 0858-73-0785 ○ 八頭

24 八頭 株式会社久本管工 〒689-1455 鳥取県八頭郡智頭町西宇塚２１９ 代表取締役 久本　幸広 0858-78-0640 0857-50-1018 ○ 八頭

25 米子 株式会社三徳興産 〒683-0257 鳥取県米子市榎原１４５２－１ 代表取締役 長谷川　智也 0859-26-0508 0859-26-1490 ○ ⻄部 日野
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