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商  号 代表者氏名 事業所住所 電話番号 対象工事 現場代理人 建築関係保有免許等名称又は経験年数

株式会社エクテス 森 田 政 晴 大久保2892-1 54-9743 建築工事一般
森田 政晴 経験年数52年

新井 道晴
こ級土木施工管理技士
二級造園施工管理技士

経験年数17年

森田 武志
―級建築士・二級建築士
宅地建物取引主任者
下水道排水設備工事責任技術者
監理技術者日経験年数24年

齊木工業 齊木 和男 上野田672 54-4141 建築工事一般 齊木 和久
宅地建物取引業
齊木工業一級建築士事務所

神宮木材 神宮 力 下野田933 54-3860 建築工事一般 神宮 力

一般建設業 (群馬県知事許可 (般-21)第

184号 )

二級建築士事務所(群馬県知事第2538

号 )

経験年数44年

有限会社黛塗装店 黛 悦男 下野田 1311-3 54-4136 住宅塗装
男
俊

悦
英

黛
黛

有機溶剤・酸欠・足場・特定化学物質・

鉛・高所作業車作業主任者
経験年数36年

電化プラザタナカ 田中 建雄 /1ヽ チ彗421 54-3528 電気配線工事
エコキュート

田中 建雄 経験年数28年

有限会社松村工業営業所
４
■

＋
Ｔ松 房 夫 大久保1367-1 54-5246 外壁工事

総合防水工事
村
子

松
金

忠男
将也

知事許可 (防水工事業・塗装工事業)

二級建築施工管理士
―級防水施工技能士 (ウレタン・塩ビロFRP・
セメント・アクリル・合成ゴム)樹脂注入
経験年数29年

石原塗装 石原 隆 下野田 1346-2 54-0343 建築塗装 石原 隆 経験年数42年

有限会社栄和電器 木暮 國衛 漆原1370 54-4058 電気設備 木暮 國衛
一般建設業許可 (電気工事業)(群馬県
知事許可 (般-24)第 15153号 )



商  号 代表者氏名 事業所住所 電話番号 対象工事 現場代理人 建築関係保有免許等名称又は経験年数

有限会社吉岡水道 大林 欣 二 下野田611-3 54-7567 水道設備工事 大林 平
2級管工事施工管理技師
経験年数20年

堤建設有限会社 堤 隆雄 小倉494 54-6386 建築工事一般 堤 安弘
宅地建物取引業、経験年数42年
2級建築士、2級建築施工管理技士

大一建設株式会社 大沢 豪 南下253 54-4385 建築工事一般 大沢 豪 経験年数38年

岡本設備 岡本 雄輔 大久保3405-21 55-6270 水道工事 岡本 雄輔
経験年数19年
下水道排水設備工事責任技術者ほか

後藤建築 後藤 積 漆原1025-1 54-6755 住宅建築一般 後藤 誠
経験年数27年
木造建築物建方主任、足場、玉掛
小型移動式クレーン、1級技能士

後藤 勝 経験年数19年、玉掛

根岸建設株式会社 根岸 稔樹 下野田930-11 54-3154 建築工事全般 根岸 稔樹 2級建築施工管理技士

中澤商事株式会社 中澤 寛剛 下野田788 54-2821 水道・電気設備工事 中澤 幸俊
一般建設業許可(群馬県知事許可 (般―

22)第 8176号 )

株式会社オーケン 大塚 清 小倉538-3 55-6844
建設工事一般
(介護における
住宅改修等 )

大塚 清 経験年数42年

西川塗装 西り‖ ξ生 一
′rコ ¨̈¨ 漆原 1463-39 55-6220 塗装・屋根補修 西 j‖ .・■ 一

′rコ ー̈―
有機溶剤・足場・高所作業車主任者
経験年数25年

北群渋川農業協同組合
吉岡支所

須賀 勉 大久保2101 54-2081 須賀 勉 経験年数 13年

高橋建築 高橋 晃 下野田376-2 54-2819 建築工事全般 高橋 晃― 群馬県知事許可 (般 -26)第22225号
大工工事業 経験年数47年

須田工業 須田 稔 漆原1379… 6 54‐ 9140
エクステリア業
(テラスロサン
ル ー A・ バ ル コ

ニー等 )

須田 稔
労働大臣バルコニー施工技能士 (金ハ'第

3号)建設大臣サンルーム施工技士 (第

埼五‐○○二号 )

経験年数33年

ちとれ企画 星野 茂― 大久保3214-3 54-6356
お困りのことは何
でもご相談ください 星野 茂 ― 経験年数11年
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株式会社カインズ
カインズホーム前橋吉岡店

京極 哲 大久保821 55-6111 リフォーム全般
京極 哲

茂木 美明
1級建築士
1級建築施工管理技士

石原美装 石原 下野田796-7 54-3487 塗装 石原 経験年数20年

有限会社タカハシ商事 高橋 保 下野田1308 54-5678 塗装・コーキング 高橋 良
危険物取扱乙種第4類
経験年数18年

株式会社木万里 大澤
日 .・A
日 ′ロ 南下274 54-8327 住宅建築全般 大澤

日 |ム
日 ′

=コ

建設業の許可 (群馬県知事許可 (般-18)

第16446号 )

株式会社サンワ吉岡営業所 遠藤 宗 司 陣場487 54-3031 リフオーム全般 榎本 亜郷 2級管工事施工管理技士

有限会社真建 小林 真介 大久保2440-7 25-8522 建設工事一般 小林 真介

冨沢建築 冨沢 大吉 漆原25-1 54-8303 建築工事全般 冨沢 大吉
1級建築大工技能士

経験年数39年

栄和設備株式会社 栗田 真佐代 漆原1367-1 54-4060 リフォーム全般 栗 田 政行

2級土木施工管理夜主

給水装置工事主任技術者

浄化槽設備士

下水道排水設備工事責任技術者


