
県有施設の石綿の除去等に係る施工業者登録表（県内　平成30年７月１日現在）

 

レベル１ レベル２ レベル３

県内 1 欠番

県内 2
株式会社　瀧本塗工店

代表取締役　瀧本　紀晴

〒680-0036
鳥取市川端３丁目216

0857-26-3515
○ ○ 平成29年6月22日

県内 3 欠番

県内 4
有限会社　サクセス
代表取締役　永塚　優

〒683-0101
米子市大篠津町3197

0859-25-6565
○ 平成29年6月15日

県内 5 欠番

県内 6
吾妻商事有限会社

代表取締役　坪内　喬

〒681-0003
岩美郡岩美町大字浦富3081

0857-72-2501
○ ○ 平成29年6月26日

県内 7
株式会社　ジューケン

代表取締役　加藤　辰宏

〒680-0905
鳥取市賀露町113-2

0857-31-2377
○ ○ 平成29年7月12日

県内 8 欠番    
県内 9 欠番

県内 10
有限会社　日南住設
代表取締役　田邊　誠

〒689-5226
日野郡日南町湯河334-2

0858-84-0111
○ 平成29年6月26日

県内 11
美保テクノス株式会社

取締役社長　野津　一成

〒683-0037
米子市昭和町25
0859-33-9211

○ 平成25年10月15日

県内 12
有限会社青空カンパニー

代表取締役　長谷川　愼二

〒683-0103
米子市富益町171-1

0859-25-1991
○ ○ ○ 平成29年11月6日

県内 13
株式会社　原田建設
代表取締役　原田　實

〒680-0875
鳥取市数津62-2
0857-53-4331

○ 平成29年5月31日

県内 14
有限会社アセスメントカンパ

ニー

代表取締役　野津　俊夫

〒680-0906
鳥取市港町62-3
0857-32-2542

○ 平成29年5月31日

県内 15 欠番
県内 16 欠番 　

県内 17
有限会社　トータル住建
代表取締役　竹内　誠治

〒680-0944
鳥取市布勢70-10
0857-31-6432

○ 平成29年6月6日

県内 18 欠番    

県内 19
株式会社　田中組

代表取締役　田中　弘文

〒681-0022
岩美郡岩美町大字白地24-3

0857-73-1581
○ 平成29年6月15日

県内 20
トーハク解体有限会社

代表取締役　加登脇　和子

〒689-2303
東伯郡琴浦町大字徳万362

0858-53-6555
○ 平成29年5月31日

県内 21 欠番

県内 22
株式会社　クラエー

代表取締役　西村　博文

〒682-0923
倉吉市鴨川町32-1

0858-28-0608
○ 平成29年7月6日

県内 23
有限会社　森本組

代表取締役　森本　省治

〒680-0942
鳥取市湖山町東２丁目245

0857-28-5392
○ 平成26年5月28日

県内 24
有限会社　宮脇重機建設
代表取締役　宮脇　進

〒680-0945
鳥取市湖山町南3-411-59

0857-28-8308
○ 平成29年6月6日

県内 25
加登脇建設株式会社

代表取締役　加登脇　孝彦

〒689-2303
東伯郡琴浦町大字徳万362

0858-53-1314
○ 平成29年5月31日

県内 26
株式会社　ミテック

代表取締役　湯越　正巳

〒683-0024
米子市吉谷217
0859-26-5200

○ 平成30年7月1日
更新
登録

県内 27
マテリテック株式会社

代表取締役　三上　文郎

〒683-0004
米子市上福原4丁目1-44

0859-23-4672
○ ○ 平成29年6月22日

県内 28 欠番

県内 29
株式会社　三徳興産

代表取締役　長谷川　泉

〒683-0257
米子市榎原1452-1

0859-26-0508
○ 平成29年6月22日

県内 30 欠番    

県内 31
有限会社　山陰クリエート
代表取締役　門脇　季美枝

〒683-0102
米子市和田町2162-1

0859-25-1121
○ 平成29年7月6日

県内 32
株式会社　小鴨

代表取締役　菅埜　元晴

〒682-0856
倉吉市中河原532-1

0858-48-2088
○ ○ 平成30年2月14日
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県内 33
有限会社　いけもと

代表取締役　門脇　久寿

〒689-3545
米子市吉岡355－１

0859-21-5922
○ ○ 平成29年6月15日

県内 34
千代建設株式会社

代表取締役　浅井　正章

〒689-1402
八頭郡智頭町智頭600-2

0858-75-1485
○ ○ 平成29年7月26日

県内 35
やまこう建設　株式会社

代表取締役社長　岡田幸一郎

〒680-0903
鳥取市南隈255
0857-28-5511

○ 平成29年6月6日

県内 36
福井土建　株式会社

代表取締役　福井　重秋

〒682-0851
倉吉市西倉吉町17

0858-28-2186
○ 平成29年6月6日

県内 37 欠番 　
県内 38 欠番    　  
県内 39 欠番

県内 40
株式会社　井中組

代表取締役　井中　紳二

〒682-0871
倉吉市旭田町34-2

0858-22-6141
○ 平成29年5月31日

県内 41
鳥取シャッター有限会社
代表取締役　山本　春美

〒680-0864
鳥取市吉成３丁目9-18

0857-24-1719
○ 平成29年6月6日

県内 42
有限会社　河本建設

代表取締役　河本　廣子

〒682-0925
倉吉市秋喜485-1
0858-28-3452

○ ○ 平成26年3月14日

県内 43 欠番    
県内 44 欠番  　 　

県内 45
山陰建設サービス株式会社
代表取締役　佐々木 秀隆

〒683-0851
米子市夜見町3083-5

0859-29-9421
○ 平成29年6月26日

県内 46 欠番

県内 47
八幡コーポレーション株式会

社
代表取締役　玉木　裕一

〒680-0902
鳥取市秋里335
0857-31-0111

○ 平成29年6月6日

県内 48
城東建設株式会社

代表取締役　伊藤　善雄

〒680-0921
鳥取市古海663
0857-26-5135

○ 平成29年6月22日

県内 49
株式会社　ヤマタホーム
代表取締役　山田　時好

〒680-0911
鳥取市千代水２丁目130

0857-30-5211
○ 平成29年6月22日

県内 50
北村屋木材株式会社

代表取締役　有田　繁博

〒689-1213
鳥取市用瀬町鷹狩3-5

0858-87-2836
○ 平成29年8月1日

県内 51 欠番 　

県内 52
駒井重機建設株式会社

代表取締役　駒井　輝高

〒680-0921
鳥取市古海832-5
0857-23-7014

○ 平成29年11月6日

県内 53
丸石産業株式会社

代表取締役　安木　恭次

〒680-0912
鳥取市商栄町221-7

0857-26-5611
○ ○ 平成30年3月12日

県内 54
有限会社　やまびこ興業
代表者　小椋　義彦

〒682-0123
東伯郡三朝町三朝663-1

0858-43-1345
○ 平成30年7月1日

更新
登録

県内 55
有限会社　テクノサービス
代表取締役　山根　幹男

〒689-1122
鳥取市船木１３３番地７

0857-21-4314
○ 平成25年12月12日

県内 56
株式会社　丸福

代表取締役　福吉　正博

〒689-3425
米子市淀江町佐陀712番地２

0859-56-2821
○ 平成26年4月28日

県内 57
村田家　株式会社

代表取締役　村田　博

〒683-0027
米子市陰田町627-5

0859-33-8966
○ 平成26年9月3日

県内 58
株式会社　鈴木家引業

代表取締役　鈴木　正雄

〒689-0203
鳥取市三津1072-126

0857-28-2072
○ 平成26年10月3日

県内 59 欠番
県内 60 欠番
県内 61 欠番 　 　 　

県内 62
株式会社　新喜建工
代表取締役　西中　誠

〒682-0401
倉吉市関金町安歩40-1

○ 平成29年7月6日

県内 63
有限会社カワケン工業

代表取締役　河本　義信

〒680-0911
鳥取市千代水１丁目50

0857-23-3317
○ 平成27年11月30日

県内 64
株式会社　矢木電機

代表取締役　矢木　伸一

〒680-0915
鳥取市緑ケ丘３丁目21-35

0857-23-6456
○ 平成28年2月25日
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県内 65
合同会社　有建

代表社員　森原　久雄
〒680-0864

鳥取市吉成３丁目9-29-10
○ 平成28年11月18日

県内 66
株式会社　アオキ建設

代表取締役　青木　邦男

〒682-0413
倉吉市関金町郡家721-1

08578-48-7001
○ 平成26年11月7日

県内 67
有限会社　ハラケン

代表取締役　原田　　實
〒680-0875

鳥取市数津62-2
○ 平成29年8月1日

県内 68
有限会社　小倉興産

代表取締役　小倉　裕平
〒689-3211

西伯郡大山町御来屋156-3
○ 平成29年10月22日

県内 69
株式会社　トラスト

代表取締役　福井　裕紀
〒682-0831

倉吉市八幡町3304-5
○ 平成25年7月26日

県内 70
有限会社　大正

代表取締役　山田　厚介
〒680-0136

鳥取市国府町糸谷26-2
○ 平成30年2月18日

県内 71
有限会社　呉島組

代表取締役　呉島　声仁
〒682-0031

倉吉市下余戸149-2
○ 平成30年4月12日

県内 72
有限会社　若建設工業
代表取締役　若原　博

〒682-0642
倉吉市上福田820

　 ○ 平成30年5月28日

県内 73
有限会社　長石建設

代表取締役　堀川　大介
〒682-0914

倉吉市馬場町59-1
○ 平成26年7月23日

県内 74
有限会社　ビッグベル

代表取締役　澤西　彰彦

〒683-0004
米子市上福原1-11-34

0859-23-0985
○ 平成26年11月19日

県内 75
有限会社　西山工業

代表取締役　西山　秀雄

〒683-0851
米子市夜見町1936-1

0859-29-1265
○ 平成27年3月4日

県内 76
株式会社　FRAME WORK
代表取締役　垣　則忠

〒683-0851
米子市夜見町2165

0859-24-3138
○ 平成27年3月4日

県内 77
株式会社　山田産業

代表取締役　山田　豪人

〒680-0935
鳥取市里仁553-3
0857-28-3148

○ 平成27年4月22日

県内 78
株式会社　アラジン

代表取締役 西村　康則

〒689-3546
米子市熊党317-4
0859-37-1156

○ 平成27年6月11日

県内 79
有限会社　シンユー建設
代表取締役　新井　祥美

〒683-0033
米子市長砂町926-1

0859-38-1800
○ 平成27年11月9日

県内 80
株式会社　リバティ
代表取締役　重村　香

〒683-0103
米子市富益町4564-1

0859-21-0531
○ 平成29年9月28日

県内 81
有限会社　吹野板金
代表取締役　吹野悦郎

〒689-3425
米子市淀江町佐陀935番地２

0859-56-2223
○ 平成29年10月27日
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