
公表番号
公表（更新）

年月日
事務所の名称、所在地、
代表者氏名、電話番号

建築工事業者の
建設業許可番号

雇用する
登録施工技術者の氏名

施(2020)-001 令和2年6月5日 福山建築 知事登録 松本　晃一
倉吉市山根539-1 小湯原　賢
代表者　松本晃一 般27第6759号 阪下　統之
0857-27-0112 福山　絵美

施(2020)-002 令和2年6月8日 株式会社北村木材ハウス 知事登録 高田　祐子
鳥取市相生町一丁目607番地
代表取締役　北村　明彦 般30第6597号
0857-24-2381

施(2020)-003 令和2年6月11日 株式会社ヤマタホーム 知事登録 山田　雄作
鳥取市千代水２丁目130番地 栂尾　守是
代表取締役　山田　時好 特28第3404号 田中　紀子
0857-30-5211 宇田川　恭平

施(2020)-004 令和2年6月11日 株式会社ビルドテクト 知事登録 中村　浩規
鳥取市千代水3丁目34番地2
代表取締役　岸本　寿行 特2第3767号
0857-38-3360

施(2020)-005 令和2年6月11日 小椋設計事務所 知事登録 小椋　真美江
東伯郡北栄町西園509-1 小椋　大樹
代表　小椋　真美江 般28第7125号
0858-37-3823

施(2020)-006 令和2年6月11日 有限会社北野建築工業 知事登録 北野　司
境港市中野町5261
代表取締役社長　北野　司 般28第4917号
0859-42-4060

施(2020)-007 令和2年6月11日 有限会社高尾材木店 知事登録 高尾　修治
東伯郡琴浦町八幡708
代表取締役　高尾　修治 般29第7242号
0858-55-0610

施(2020)-008 令和2年6月11日 株式会社アークス 知事登録 岩根　修二
東伯郡北栄町東園305-3
代表取締役社長　馬野　慎一郎 特29第6991号
0858-37-3101

施(2020)-009 令和2年6月11日 いなばハウジング株式会社 知事登録 山田　真也
鳥取市青谷町養郷211
代表取締役　山田　真也 特29第4004号
0857-85-0313

施(2020)-010 令和2年6月11日 株式会社PLUS CASA 知事登録 小林　和生
八頭郡智頭町南方442
代表取締役　小林　和生 般27第4167号
0858-75-3670

施(2020)-011 令和2年6月11日 やまこう建設株式会社 大臣登録 中島　輝彦
鳥取市南隈255
代表取締役社長　岡田　幸一郎 特1第2827号
0857-28-5511

施(2020)-012 令和2年6月11日 ムラカミ建築設計工務 知事登録 村上　光一
米子市下新印68
代表者　村上　一男 般28第3882号
0859-27-0332

施(2020)-013 令和2年6月12日 株式会社小田原工務店 知事登録 小田原　勤
米子市両三柳161-1 小田原　清
代表取締役　小田原　勤 般28第5300号 生田　貴一
0859-33-1036 福本　泰和

中嶋　元人
岸本　千香

施(2020)-014 令和2年6月12日 株式会社田中建設 知事登録 保木本　和則
鳥取市叶135-1
代表取締役　山田　敏博 特29第701号
0857-53-1221

施(2020)-015 令和2年6月12日 有限会社秀建 知事登録 森原　英雄
鳥取市晩稲534
代表取締役　高木　秀員 般28第6515号
0857-30-0810

施(2020)-016 令和2年6月15日 有限会社住まいる空間 知事登録 金岡　茂
岩美郡岩美町本庄604-1 内田　佳之
代表取締役　金岡　茂 般28第6485号
0857-72-3471

施(2020)-017 令和2年6月15日 株式会社若松組 知事登録 北農　孝
東伯郡琴浦町松谷5番地1
代表取締役　川瀬　光知夫 特30第6534号
0858-55-0726
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施(2020)-018 令和2年6月15日 シンセイホーム株式会社 知事登録 森　誠
鳥取市湖山町東5丁目114
代表取締役　森　大輔 般28第3429号
0857-38-8988

施(2020)-019 令和2年6月18日 こおげ建設株式会社 知事登録 井田　学
八頭郡八頭町宮谷200番地2 山添　孝
代表取締役　山根　敏樹 特27第6739号
0858-72-0029

施(2020)-020 令和2年6月18日 大松建設株式会社 知事登録 松浦　純也
米子市彦名町1847番地1 田中　秀樹
代表取締役　松浦　啓介 特29第1923号 三鴨　涼子
0859-29-6281

施(2020)-021 令和2年6月18日 ハヤシホーム株式会社 知事登録 渡辺　信芳
鳥取市南吉方一丁目112-1
代表取締役　田中　克明 般28第4920号
0857-20-5070

施(2020)-022 令和2年6月18日 株式会社エール 知事登録 国岡　俊彦
鳥取市湖山町東4丁目24 中西　政之
代表取締役　国岡　俊彦 般28第5273号
0857-38-9161

施(2020)-023 令和2年6月18日 株式会社エム・アール・ホーム 知事登録 江田　圭豪
西伯郡日吉津村大字今吉467番地
代表取締役　江田　圭豪 般28第6789号
0859-21-7510

施(2020)-024 令和2年6月18日 株式会社グリンコープ 知事登録 小椋　栄治
倉吉市越殿町1408番地 山本　憲仁
代表取締役　上本　武 般28第2096号
0858-23-3062

施(2020)-025 令和2年6月22日 株式会社ueno-edp 知事登録 上野　直
東伯郡琴浦町徳万420-4
代表取締役　上野　直 般28第6834号
0858-52-6116

施(2020)-026 令和2年6月22日 株式会社千代田工務店 知事登録 坪内　和宏
鳥取市二階町3丁目210番地 駒井　雅俊
代表取締役　荒田　潤之介 特28第939号
0857-27-5280

施(2020)-027 令和2年6月22日 山陰酸素工業株式会社 大臣登録 大内　圭
米子市旗ヶ崎2201番地1
代表取締役社長　並河　元 特27第16975号
0859-32-2780

施(2020)-028 令和2年6月22日 株式会社ジューコウ 知事登録 黄　竜也
鳥取市南隈247
代表取締役　長谷川　竜也 般30第6963号
0857-30-2640

施(2020)-029 令和2年6月22日 株式会社中田建築 知事登録 三崎　雅史
鳥取市気高町勝見843-99
代表取締役　中田　啓介 般28第6817号
0857-82-2074

施(2020)-030 令和2年6月22日 株式会社日栄住宅 知事登録 藤原　裕子
鳥取市杉崎558番地
代表取締役社長　花田　圭一 特28第1468号
0857-53-4875

施(2020)-031 令和2年6月22日 有限会社パルス建設 知事登録 古川　哲次
東伯郡湯梨浜町中興寺236-2 石賀　恵理子
代表取締役　古川　哲次 般30第5660号
0858-47-4030

施(2020)-032 令和2年6月22日 株式会社島津組 知事登録 尾﨑　学
米子市観音寺新町3丁目4番29号
代表取締役　島津　志朗 特29第3879号
0859-33-1319

施(2020)-033 令和2年6月22日 有限会社酒井建設 知事登録 木下　資啓
倉吉市山根622番地1
代表取締役　酒井　祐一 特3第2742号
0858-26-5031

施(2020)-034 令和2年6月23日 田中工業株式会社 知事登録 聲高　昌可
鳥取市秋里1247
代表取締役社長　田中　健志 特29第359号
0857-22-8061
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施(2020)-035 令和2年6月23日 株式会社海南開発 知事登録 森下　朋子
鳥取市富安2-161-6
代表取締役　森岡　健一郎 特28第3200号
0857-27-8000

施(2020)-036 令和2年6月23日 株式会社アオキ建設 知事登録 若松　高幸
倉吉市関金町郡家721番地1 伊垢離　隆
代表取締役　青木　邦男 特29第2998号
0858-48-7001

施(2020)-037 令和2年6月23日 有限会社向井組 知事登録 松浦　大輔
倉吉市上井265番地5
代表取締役　向井　康英 特28第1627号
0858-26-3221

施(2020)-038 令和2年6月25日 株式会社桜や建築設計工房 知事登録 来田　信浩
鳥取市雲山172-40
代表取締役　来田　裕子 般30第6631号
0857-30-3901

施(2020)-039 令和2年6月25日 株式会社タウン建設 知事登録 花田　武典
鳥取市福部町高江53-31 土堂　美代子
代表取締役　出井　拓也 般27第6280号
0857-75-2255

施(2020)-040 令和2年6月25日 有限会社成美工務店 知事登録 福本　高博
東伯郡琴浦町大字松谷602番地8
代表取締役　福本　高博 般28第5290号
0858-55-7224

施(2020)-041 令和2年6月25日 三協建設株式会社 知事登録 景山　勝志
境港市元町108 巽　敏郁
代表取締役　景山　勝志 特28第34号 景山　斗夢
0859-44-2401

施(2020)-042 令和2年6月25日 有限会社高野工務店 知事登録 髙野　淳
東伯郡三朝町本泉356-1 髙野　敦
代表取締役　高野　淳 般29第1781号 木村　富裕
0858-43-0108 岩本　和幸

施(2020)-043 令和2年6月25日 株式会社タニシ 知事登録 安達　公之
米子市大篠津町688-10 岸本　隆
代表取締役　安達　公之 般27第4197号 渡部　秀樹
0859-28-5501

施(2020)-044 令和2年6月25日 株式会社マツモト工務店 知事登録 松本　茂樹
鳥取市千代水三丁目59番地 野際　健太朗
代表取締役　松本　茂樹 般1第4221号
0857-31-4288

施(2020)-045 令和2年6月25日 株式会社和架 知事登録 山根　美恵子
鳥取市賀露町4045-2
代表取締役　山根　美恵子 般1第7310号
0857-54-1147

施(2020)-046 令和2年6月25日 有限会社西田建設 知事登録 門永 清一
米子市旗ヶ崎2309 西田 耕一
代表取締役　西田　修 般28第5412号
0859-29-2809

施(2020)-047 令和2年6月25日 有限会社フロンティア 知事登録 山下　廣美
鳥取市気高町勝見617-2
代表取締役　阪田　哲哉 般1第6327号
0857-82-3666

施(2020)-048 令和2年6月25日 有限会社池原建材店 知事登録 谷口 幸樹
鳥取市気高町勝見617-2
代表取締役　阪田　哲哉 般1第4914号
0857-82-1081

施(2020)-049 令和2年6月25日 株式会社うるわし興業 知事登録 岩佐 創元
米子市夜見町2982番地1
代表取締役　岩佐 創元 般2第7379号
0859-30-3909

施(2020)-050 令和2年6月26日 有限会社砂原建築企画 知事登録 井田 信人
米子市古豊千58-13 門脇 真由美
代表取締役　砂原　英二 般28第5374号 安井 修
0859-27-4040 新本 暢子

施(2020)-051 令和2年6月26日 株式会社ミヨシ産業 大臣登録 小谷 萌
米子市両三柳2360-8 村尾 太一
代表取締役　谷野　利宏 般27第19744号 松本 祐季
0859-34-3111 生田 和之
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施(2020)-052 令和2年6月26日 イーナホーム．株式会社 知事登録 影山 幸寿
西伯郡伯耆町大殿739番地14
代表取締役　影山　朱美 般1第6696号
0859-21-3513

施(2020)-053 令和2年6月26日 株式会社ながお 知事登録 山根 裕子
鳥取市鹿野町鹿野2338番地12
代表取締役　長尾　裕昭 般29第1423号
0857-84-2252

施(2020)-054 令和2年6月29日 有限会社日海工務店 知事登録 東 春夫
米子市諏訪319番地1
代表取締役　長谷尾　岳志 般28第1719号
0859-26-0746

施(2020)-055 令和2年6月29日 北村屋木材株式会社 知事登録 有田　繁博
鳥取市用瀬町鷹狩3番地5
代表取締役　有田　繁博 般27第2508号
0858-87-2836

施(2020)-056 令和2年6月29日 寿ホームズ株式会社 知事登録 加藤 晃
倉吉市駄教寺町ニ丁目38番地3 近藤 貞和
代表取締役　杉島　篤美 特2第1996号 市澤 剛
0858-22-0400 長田 由紀子

磯江 由紀
横山　透
森内　秀美

施(2020)-057 令和2年6月29日 馬野建設株式会社 大臣登録 家森 有常
東伯郡琴浦町大字赤碕1840番地1 土井 崇
代表取締役社長　馬野　慎一郎 特28第218号 菊谷 啓貴
0858-49-2222

施(2020)-058 令和2年6月29日 上野ハウジング有限会社 知事登録 上野 哲也
米子市両三柳2296番地9 松井 友里
代表取締役　上野　栄治 般1第6706号
0859-34-5120

施(2020)-059 令和2年7月1日 株式会社三宅工務店 知事登録 三宅　大輔
鳥取市南安長一丁目3番9号
代表取締役　三宅　広美 般29第3916号
0857-24-6027

施(2020)-060 令和2年7月1日 有限会社河﨑組 知事登録 安藤　敏
倉吉市上灘町115番地1 山田　茂樹
代表取締役　河﨑　義彦 特29第519号
0858-22-7285

施(2020)-061 令和2年7月1日 株式会社ホームズ 知事登録 牧井　健一
倉吉市八屋140番地1 福江　元美
代表取締役　牧井　健一 般28第3588号
0858-26-8255

施(2020)-062 令和2年7月1日 株式会社アイホームズ 知事登録 山本　伸広
鳥取市叶142番地5
代表取締役　林　茂 般2第7382号
0857-51-7171

施(2020)-063 令和2年7月1日 有限会社音田工務店 知事登録 山本　達矢
米子市米原八丁目10番39号 道祖尾　佳範
代表取締役　音田　猛 般28第3407号
0859-34-7743

施(2020)-064 令和2年7月1日 有限会社大功 知事登録 村中　俊介
鳥取市南町101番地1
代表取締役　村中　俊介 般2第3667号
0857-26-2636

施(2020)-065 令和2年7月1日 株式会社マツワ 知事登録 山根　好登
鳥取市杉崎字大政476 半田　春香
代表取締役　松岡　力也 般28第7号 遠越　美由紀
0857-53-3050

施(2020)-066 令和2年7月2日 株式会社大協組 知事登録 秦　貴美子
米子市蚊屋235番地2 廣江　美納子
代表取締役　小山　典久 特29第6588号
0859-27-0611

施(2020)-067 令和2年7月2日 有限会社尚建工務店 知事登録 谷口　亘繁
西伯郡日吉津村日吉津31番地5
取締役　谷口　亘繁 般27第3727号
0859-27-4093

施(2020)-068 令和2年7月2日 株式会社スマートホーム 知事登録 中澤　裕至
倉吉市見日町364番地1 平　美紀
代表取締役　陶山　陽一郎 般30第6929号
0858-24-6948
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施(2020)-069 令和2年7月2日 有限会社村上住設 知事登録 村上　充
鳥取市滝山466番地13
代表取締役　村上　充 般1第5729号
0857-22-9034

施(2020)-070 令和2年7月2日 有限会社気高木工製作所 知事登録 岩竹　浩二
鳥取市鹿野町鹿野2407 岩竹　佑貴
代表取締役　岩竹　浩二 特29第4313号
0857-84-2121

施(2020)-071 令和2年7月2日 やまのすみか株式会社 知事登録 田上　知明
八頭郡智頭町大字波多209
代表取締役　田上　知明 般29第7218号
0858-71-0018

施(2020)-072 令和2年7月2日 株式会社AGHouse 知事登録 田中　晃
鳥取市南町717 長谷川　将也
代表取締役　田中　晃 般29第6832号 森原　陽
0857-30-5220

施(2020)-073 令和2年7月2日 株式会社先本組 知事登録 北村　智美
米子市米原五丁目10番地20
代表取締役　先本　英司 特27第159号
0859-22-9391

施(2020)-074 令和2年7月2日 株式会社建販 知事登録 山内　智晃
鳥取市叶428番地2 田中　力
代表取締役　山内　智晃 般2第6421号
0857-38-4910

施(2020)-075 令和2年7月2日 新興建設株式会社 知事登録 池成　幸吉
鳥取市千代水一丁目1番地1
代表取締役　池成　幸吉 般28第166号
0857-23-6811

施(2020)-076 令和2年7月3日 株式会社住工房more 知事登録 森下　敦史
鳥取市吉方107番地6
代表取締役　森下　敦史 般29第7238号
0857-35-0497

施(2020)-077 令和2年7月3日 株式会社ウッズカンパニー 大臣登録 藤原　涼平
倉吉市八屋140番地2
代表者　谷本　弘樹 般29第26972号
0858-27-4510

施(2020)-078 令和2年7月3日 株式会社ダンキ 知事登録 段田　清人
鳥取市賀露町南四丁目24番知19
代表取締役　段田　清人 般1第6694号
0857-38-3601

施(2020)-079 令和2年7月3日 有限会社藤原工務店 知事登録 藤原　拓郎
倉吉市伊木195番地1
代表取締役　藤原　博文 般29第462号
0858-26-0331

施(2020)-080 令和2年7月3日 有限会社DaLion 知事登録 山本　博文
鳥取市賀露町4043番地2
代表取締役　福本　隆幸 般30第6613号
0857-32-5400

施(2020)-081 令和2年7月3日 株式会社UKP 知事登録 内田　拓郎
鳥取市緑ヶ丘三丁目6番地14
代表取締役　内田　勉 般1第3515号
0857-24-4139

施(2020)-082 令和2年7月8日 クローバーハウス株式会社 知事登録 森下　忍
米子市福市571番地4
代表取締役　安達　千壽子 般29第7193号
0859-36-8915

施(2020)-083 令和2年7月8日 有限会社小畑建築 知事登録 西尾　誠
鳥取市鹿野町今市字外河原214-1番地
代表取締役　小畑　厚 般1第4529号
0857-84-3250

施(2020)-084 令和2年7月8日 有限会社藤原建築工務店 知事登録 藤原　聡
西伯郡伯耆町古市856番地1 亀尾　徳学
代表取締役　藤原　聡 般2第5074号 亀尾　織恵
0859-62-0954

施(2020)-085 令和2年7月8日 久本木材株式会社 知事登録 山田　寿和
鳥取市叶112番地1 山本　篤史
代表取締役　久本　雅義 般29第2978号
0857-53-1120
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施(2020)-086 令和2年7月10日 有限会社千種建築 知事登録 角田　恵美
米子市彦名町5183
代表取締役　千種　勇 般27第3290号
0859-29-0862

施(2020)-087 令和2年7月10日 美保テクノス株式会社 大臣登録 阿式　由美
米子市昭和町25 宝石　豊
取締役社長　野津　健市 特28第786号 松本　久美子
0859-33-9211 荒井　優人

高森　知美
坂本　悠典

施(2020)-088 令和2年7月10日 株式会社中村工務店 知事登録 中村　克己
鳥取市松並町一丁目118番地3
代表取締役　中村　克己 般30第6928号
0857-24-3062

施(2020)-089 令和2年7月10日 有限会社はまだ工務店 知事登録 濱田　純一
米子市彦名町2538番地3
取締役　濱田　純一 般28第7149号
0859-29-7287

施(2020)-090 令和2年7月10日 株式会社フィディア 知事登録 武良　靖之
米子市西福原六丁目19番地29
代表取締役　福井　龍介 特28第103号
0859-33-1073

施(2020)-091 令和2年7月14日 山下建築株式会社 知事登録 山下　大輔
鳥取市古郡家244番地
代表取締役　山下　大輔 般30第7256号
0857-30-3736

施(2020)-092 令和2年7月14日 株式会社プラスホーム 知事登録 横田　真人
鳥取市庖丁人町30番地2
代表取締役　上手　道彦 般30第6955号
0857-30-1522

施(2020)-093 令和2年7月14日 株式会社ヌック 知事登録 若槻　淳司
鳥取市福部町湯山422番
代表取締役　高濱　陽一 般28第6821号
0857-74-3900

施(2020)-094 令和2年7月20日 株式会社アース 知事登録 谷口　祐子
東伯郡湯梨浜町久留20番地10
代表取締役　杉田　博之 般28第6499号
0858-35-5080

施(2020)-095 令和2年7月20日 株式会社彩家 知事登録 高多　恵理
倉吉市見日町709番地高多ビル1F 根鈴　祐里
代表取締役　橋本　章弘 般30第7289号
0858-27-1675

施(2020)-096 令和2年7月22日 有限会社井本工務店 知事登録 井本　英樹
鳥取市佐治町古市65番地15 谷口　昌史
代表取締役　井本　英樹 般28第4724号
0858-88-0769

施(2020)-097 令和2年7月27日 有限会社石賀工務店 知事登録 石賀　將己
東伯郡琴浦町大字八橋1609番地
代表取締役　石賀　將己 特29第2301号
0858-53-1358

施(2020)-098 令和2年7月27日 有限会社やすのスペースデザイン 知事登録 安野　啓
米子市昭和町102番地
代表取締役　安野　啓 般1第4511号
0859-33-4275

施(2020)-099 令和2年7月29日 国太建設株式会社 知事登録 細砂　修二
鳥取市大杙220番地2 谷口　春華
代表取締役　細砂　修二 般1第2073号
0857-26-6662

施(2020)-100 令和2年8月7日 竹内建築工業有限会社 知事登録 竹内　理
鳥取市湯所町一丁目333番地
代表取締役　竹内　一夫 般1第4038号
0857-26-1593

施(2020)-101 令和2年8月7日 有限会社本高建設 知事登録 本田　拓磨
西伯郡日吉津村日吉津67番地
代表取締役　本田　透 般27第1276号
0859-27-0617

施(2020)-102 令和2年8月7日 株式会社伊藤建設 知事登録 山本　浩
東伯郡琴浦町大字逢束873番地 山田　耕彦
代表取締役　伊藤　典章 特28第556号 岩本　直行
0858-53-0251
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施(2020)-103 令和2年8月17日 井戸垣産業株式会社 知事登録 尾崎　良太
倉吉市堺町三丁目57番地1 細田　円
代表取締役　井戸垣　昌延 般29第336号
0858-22-4193

施(2020)-104 令和2年8月17日 株式会社ベリー 知事登録 和田　潤平
米子市両三柳2864番地11
代表取締役　田中　和也 特1第6664号
0859-31-8722

施(2020)-105 令和2年8月31日 カイテクホーム建築設計株式会社 知事登録 野間田　澄幸
東伯郡琴浦町大字赤崎777番地 野間田　孝志
代表取締役　野間田　澄幸 般29第6662号
0858-55-1096

施(2020)-106 令和2年9月2日 有限会社リフォームワン 知事登録 都外川　佳千
鳥取市川端一丁目206番地
代表取締役　戸田　雅之 般2第6728号
0857-21-7452

施(2020)-107 令和2年9月2日 加登脇建設株式会社 知事登録 加登脇　慎一
東伯郡琴浦町徳万362番地
代表取締役　加登脇　孝彦 特1第1507号
0858-53-1314

施(2020)-108 令和2年9月3日 株式会社こざさ建設 知事登録 小笹　浩一
米子市西福原九丁目12番24号
代表取締役　小笹　浩一 般1第1827号
0859-32-8677

施(2020)-109 令和2年9月3日 株式会社懸樋工務店 知事登録 潮　駿太郎
鳥取市桂見573番地 岡田　仁子
代表取締役　懸樋　義樹 特28第232号
0857-28-4788

施(2020)-110 令和2年9月10日 beRIS1NG合同会社 知事登録 堀　菜奈恵
米子市河崎159番地4
代表社員　田中　裕介 般2第7067号
0859-57-6130

施(2020)-111 令和2年9月10日 有限会社河本建設 知事登録 藤内　裕士
倉吉市秋喜485番地1
代表取締役　河本　健治 般2第4226号
0858-28-3452

施(2020)-112 令和2年9月10日 有限会社荒石建材 知事登録 荒石　哲夫
東伯郡湯梨浜町久留119番地1
代表取締役　荒石　譽年 般28第6510号
0858-35-4251

施(2020)-113 令和2年9月15日 有限会社バウハウス 知事登録 田村　喜之
鳥取市北園二丁目200番地
代表取締役　日下部　慎治 般1第6377号
0857-20-2010

施(2020)-114 令和2年9月15日 有限会社室山商店 知事登録 室山　誠
倉吉市住吉町65番地 門脇 和豊
代表取締役　室山　誠 般28第3345号
0858-23-1655

施(2020)-115 令和2年9月18日 株式会社河本建築工業 知事登録 河本　千恵
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬763番地9
代表取締役　河本　尚志 般28第5987号
0858-35-3900

施(2020)-116 令和2年9月29日 株式会社トータルエナジーオオタ 知事登録 池田　秀和
鳥取市卯垣三丁目515番地 荻原　隆雄
代表取締役　太田　栄市 般1第7023号 矢芝　秀樹
0857-22-8558

施(2020)-117 令和2年10月6日 株式会社フジックス 知事登録 藤川　知将
東伯郡琴浦町赤碕1796番地2
代表取締役　藤川　知将 般1第6685号
0858-55-2323

施(2020)-118 令和2年10月21日 株式会社アイム山陰 知事登録 中山　大基
米子市皆生四丁目2番31号
代表取締役　中山　大基 般1第7356号
0859-21-3030

施(2020)-119 令和2年10月26日 株式会社岩崎組 知事登録 黒田　匡賢
米子市灘町三丁目147-6
代表取締役　千石　正信 特27第1388号
0859-33-1954

施(2020)-120 令和2年10月26日 有限会社高田技研 知事登録 高田　豊実
鳥取市古海305番地8
代表取締役　高田　豊実 般29第5485号
0857-20-2121

施(2020)-121 令和2年12月4日 株式会社創伸 知事登録 北村　裕寿
西伯郡大山町御来屋173-8
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代表取締役　北村　裕寿 般27第6768号
0859-54-3121
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施(2020)-122 令和3年1月21日 株式会社荒井工務店 知事登録 荒井　吾一
倉吉市下田中町882番地
代表取締役　荒井　吾一 般29第1946号
0858-22-7744

施(2020)-123 令和3年2月16日 合同会社セイント・ホーム鳥取 知事登録 堀　与志彦
東伯郡湯梨浜町宇谷963 岡嶋　忠治
代表社員　堀　与志彦 般1第7307号 秦　恒
0858-33-5100

施(2021)-001 令和3年4月16日 株式会社ジューケン 知事登録 平尾　寿明
鳥取市賀露町１３番地２
代表取締役　加藤　辰宏 特3第2071号
0857-31-2377

施(2021)-002 令和3年5月7日 株式会社リンクス 知事登録 新保　祥太郎
境港市蓮池町５０－１
代表取締役　池田　幸仁 特30第4771号
0859-42-5335

施(2021)-003 令和3年6月7日 株式会社共栄組 知事登録 青木　孝
東伯郡北栄町亀谷４４６ー１ 杉内　慎治
代表取締役　山崎　稔 特29第573号 杉谷　洋美
0858-37-3414

施(2021)-004 令和3年6月7日 株式会社興洋工務店 知事登録 河野　裕也
鳥取市岩吉１３０番地３ 平木　弘明
代表取締役　野藤　悦男 特2第675号
0857-28-2244

施(2021)-005 令和3年6月7日 有限会社大工屋 知事登録 須田　泰高
西伯郡大山町所子１３３１番地１
代表取締役　蔵本　晴美 般2第5264号
0859-53-4927

施(2021)-006 令和3年6月9日 有限会社釜田組 知事登録 釜田　理枝
鳥取市古海３０３番地５
代表取締役　釜田　幸祐 般28第3443号
0857-23-1148

施(2021)-007 令和3年6月9日 有限会社高下組 知事登録 髙下　洋一
米子市両三柳４４２２番地 髙下　義博
代表取締役　髙下　洋一 般28第504号
0859-29-1878

施(2021)-008 令和3年6月11日 讃岐木材株式会社 知事登録 讃岐　健二
東伯郡北栄町下神１８６－１３
代表取締役　讃岐　健二 般2第4579号
0858-36-3411

施(2021)-009 令和3年6月11日 もりもと工務店 知事登録 森本　徳春
倉吉市北野１００－５番地
代表者　森本　徳春 般1第723号
0858-33-4581

施(2021)-010 令和3年6月16日 扇建設株式会社 知事登録 酒本　康彦
鳥取市扇町７０番地
代表取締役　酒本　康彦 般2第122号
0857-23-7031

施(2021)-011 令和3年7月1日 建築工房モア 知事登録 治郎丸　徹
倉吉市伊木２８２－２　太陽ビル２－Ｂ
代表者　治郎丸　徹 般30第6301号
0858-47-4110

施(2021)-012 令和3年7月2日 株式会社ホームテック 知事登録 林原みずえ
米子市両三柳２２９６－８
代表取締役　野田　明 般1第7018号
0859-21-4490

施(2021)-013 令和3年7月2日 株式会社なかたに工務店 知事登録 中谷　有志
鳥取市丸山町３４番地
代表取締役　中谷　有志 般29第7090号
0857-50-1651

施(2021)-014 令和3年9月30日 東部住設有限会社 知事登録 山涌　雄一郎
鳥取市賀露町西一丁目２９３９－３
代表取締役　山涌　雄一郎 般28第4907号
0857-28-2360

施(2021)-015 令和3年10月6日 株式会社寺谷組 知事登録 田村　聡
八頭郡智頭町大字市瀬１４７８番地５
代表取締役　平尾　義之 特29第199号
0858-75-0658

施(2021)-016 令和3年11月26日 建築工房コージー株式会社 知事登録 房安　美幸
鳥取市青谷町青谷４０３７－４　グリーンハイツあおや１号

代表取締役　房安　美幸 般29第7214号
0857-85-0120


