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2 株式会社　久保工務店 建設 高麗町37番21号 285-5181

5 株式会社　明興テクノス 建設 小松原1丁目10番8号 269-2711

8 三洋工機株式会社 建設 南栄2丁目7番地6 268-5191

12 南生建設株式会社 建設 平之町8番13号 223-8388

13 株式会社　岩田組 建設 南郡元町18番8号 257-6566

31 株式会社　渡辺組 建設 武2丁目4番1号 286-0800

35 十文字工業株式会社 建設 鴨池2丁目14番1号 254-4667

36 興南施設株式会社 建設 清水町3番11号 247-5653

38 マモル電工合資会社 建設 小松原1丁目62番8号 268-8880

40 株式会社　内田組 建設 鴨池１丁目34番18号 254-1314

42 神野商事株式会社 建設 城南町25番5号 223-2533

43 郷栄工業株式会社 建設 唐湊1丁目14番67号 252-1594

47 栄光電設株式会社 建設 城南町28番13号 238-8930

49 南九州電機産業株式会社 建設 下荒田2丁目52番1号 257-6252

50 テクノ冷熱株式会社 建設 南栄5丁目10番地10 263-1666

51 末吉建設株式会社 建設 田上8丁目3番5号 281-5566

53 株式会社　内門工務店 建設 西田2丁目3番1号 251-0387

56 斜木建設株式会社 建設 春山町1477 278-7667

60 鹿児島道路サービス株式会社 建設 吉野町4849番地6 246-3133

69 鶴丸電機工業株式会社 建設 荒田1丁目16番34号 251-2624

72 三輝開発工業株式会社 建設 光山2丁目23番21号 230-0880

73 株式会社　栄電社 建設 下荒田1丁目36番24号 250-3348

74 株式会社　日本電業社 建設 鴨池新町14番5号 256-1466

76 株式会社　増田勇建設 建設 清和2丁目12番16号 268-5426

81 株式会社　新生組 建設 西田1丁目5番8号 230-0330

84 株式会社　ダイセン 建設 西別府町2941番地23 282-8811

85 株式会社　竹下工務店 建設 西佐多町845番地1 295-2828

89 株式会社　江藤建設工業 建設 下伊敷1丁目53番16号 229-7500

90 樋口建設株式会社 建設 小野3丁目1371番地 220-5550

91 株式会社　東野添建設 建設 持木町650番地3 221-2233

103 南栄電機株式会社 建設 甲突町10番23号 226-2888

104 旭工業株式会社 建設 荒田1丁目55番17号 255-5131

105 五月産業株式会社 建設 伊敷6丁目13番1号 220-3030

107 株式会社　桂造園 建設 坂之上7丁目15番5号 261-3828

108 清輝建設株式会社 建設 下福元町1392番地11 267-0531

111 思川建設株式会社 建設 本城町2564番地 295-2116

112 親栄電設株式会社 建設 大竜町6番8号 247-4582

114 株式会社　西栄設備事務所 建設 武1丁目35番28号 256-5596

123 山形屋産業開発株式会社 建設 泉町12番10号 227-6336

130 南菱冷熱工業株式会社 建設 卸本町5番地4 260-2351

131 丸岩工業株式会社 建設 東開町10番地2 269-3130

132 マルイワテクノ株式会社 建設 東開町10番地2 269-8831

133 株式会社　山形屋工作所 建設 東開町10番地2 269-4355

135 株式会社　南電工 建設 下荒田2丁目41番6号 254-3101

136 株式会社　植村組 建設 伊敷5丁目9番8号 229-1111
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140 水口建設株式会社 建設 宇宿3丁目28番15号 255-6600

141 株式会社　カーネギー産業 建設 東桜島町24番地1 221-3131

142 株式会社　九州工機 建設 山田町3513番地 275-0088

146 稲森クレーン建設株式会社 建設 山田町416番地4 265-6651

149 株式会社　大成電設 建設 武3丁目39番1号 251-6161

150 株式会社　松竹建設 建設 大竜町1番1号 226-5432

152 株式会社　親和電機 建設 照国町12番6号 226-1272

154 株式会社　西元組 建設 真砂町86番3号クリーンビル301 250-5518

157 有限会社　佐藤防水 建設 甲突町29番3号 223-2704

159 株式会社　森山（清）組 建設 唐湊1丁目13番25号 252-1313

160 株式会社　北之園建設 建設 伊敷6丁目8番10号 220-7326

162 株式会社　有迫組 建設 田上8丁目27番9号 282-1920

164 南国情報サービス株式会社 建設 鴨池新町14番10号 252-3232

168 大成空調株式会社 建設 田上6丁目14番12号 285-5411

169 有限会社　昭栄工業 建設 五ヶ別府町1989番地1 284-7875

170 忠建設工業株式会社 建設 西陵7丁目36番21号 281-0721

172 株式会社　リーチ開発 建設 春日町7番14号 248-1710

173 三元設備工業株式会社 建設 東谷山2丁目17番18号 269-1071

174 株式会社　南九州冷熱サービス 建設 伊敷7丁目20番21号 220-0591

175 株式会社　吉丸組　本社 建設 玉里町20番40号 226-7150

176 株式会社　吉丸組　松元統括工事事務所 建設 石谷町3109番地1 278-7750

179 株式会社　島津建設 建設 吉野町9700番地1 248-5855

180 株式会社　エコロン 建設 吉野町11076番地17 243-5400

181 富士設備工業株式会社 建設 伊敷6丁目7番1号 218-3105

182 安楽電気株式会社 建設 小野3丁目28番5号 220-8628

183 株式会社　ミタデン 建設 日之出町24番15号 257-1540

186 株式会社　和光電設 建設 原良6丁目10番10号 281-1711

187 株式会社　大鹿電業 建設 平之町8番31号 224-2131

189 株式会社　新栄建設 建設 田上7丁目22番16号 281-5858

199 新生冷熱工業株式会社 建設 錦江町3番37号 248-7177

203 株式会社　南九州電設 建設 南栄2丁目10番地2 267-8500

204 中央工業株式会社 建設 西田3丁目28番14号 257-2323

208 株式会社　川西建設 建設 西佐多町4134番地1 295-1106

215 株式会社　三反田建設 建設 上福元町3542番地 268-3452

216 株式会社　平井工業 建設 山田町2502番地2 265-4655

220 中馬産業株式会社 建設 上福元町5723番地2 266-0036

221 株式会社　満塩建設 建設 西田2丁目19番12号 254-5852

224 株式会社　三純建設 建設 鴨池１丁目25番1号 257-1881

225 株式会社　森田総合土木 建設 吉野2丁目29番18号 243-7445

226 米盛建設株式会社 建設 草牟田2丁目2番7号 298-1234

227 株式会社　太陽建設 建設 吉野町3669番地7 243-0887

228 坂本建設株式会社 建設 西千石町3番10号 224-7111

229 日研高圧平和キドウ株式会社 建設 東開町4番地26 269-0339

232 株式会社　前屋敷組 建設 新栄町1番15号 255-6166

233 中央建設株式会社 建設 錦江町9番25号 223-7411
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236 有限会社　池田道建設工業 建設 武岡5丁目9番4号 281-5871

240 株式会社　鹿児島推進開発 建設 小野4丁目16番10号 220-4366

241 株式会社　上塘組 建設 薬師2丁目5番1号 251-7211

243 中建設株式会社 建設 伊敷4丁目11番11号 220－2504

244 国治建設株式会社 建設 武岡3丁目27番地9 282-0408

246 茅建設株式会社 建設 上之園町8番地15 252-1118

252 小牧建設株式会社 建設 郡元1丁目1番2号 812-6055

254 前畠建設株式会社 建設 坂之上4丁目23番20号 261-3737

255 株式会社　森山肇組 建設 広木1丁目15番36号 265-1911

256 株式会社　加治木建設 建設 坂之上4丁目14番20号 261-2269

258 稲村建設株式会社 建設 小山田町3838番地5 238-4155

259 株式会社　福水工業 建設 下伊敷2丁目31番14号 220-5122

260 大徳水道株式会社 建設 真砂本町16番15号 250-4122

261 株式会社　南部テック 建設 七ツ島１丁目5番地8 262-0730

263 株式会社　内山武組 建設 下福元町3718番地2 267-2555

264 有限会社　上野建設 建設 鷹師1丁目6番25号 255-8802

265 ナンテック工業株式会社 建設 和田2丁目5番8号 266-5211

266 株式会社　中原建設 建設 下荒田3丁目29番6号 253-6631

268 株式会社　永代建設 建設 本名町2695番地1 293-7020

272 永田重機土木株式会社 建設 川上町2216番地1 244-3388

274 第一建設株式会社 建設 玉里団地3丁目23番12号 220-3151

275 株式会社　若尊 建設 天保山町15番12号 259-0175

276 株式会社　吉屋組　本部事務所 建設 加治屋町8番17号 222-9171

277 八栄電設株式会社 建設 中山2丁目28番14号 269-6767

278 上野工業株式会社 建設 原良4丁目1番6号 259-1446

279 有限会社　竹之内組 建設 入佐町972番地 278-1754

281 株式会社　大城 建設 宇宿9丁目11番6号 275-3600

284 牧迫建設株式会社 建設 小野1丁目12番2号 220-7148

289 株式会社　岩本建設 建設 喜入生見町2833番地 343-1155

290 丸福建設株式会社 建設 易居町4番3号 222-5105

292 有限会社　松元建設 建設 東桜島町761番地5 221-2207

294 馬場建設株式会社 建設 桜ヶ丘3丁目6番地4 264-8555

300 大保建設株式会社 建設 東谷山3丁目8番23号 800-7547

302 有限会社　益山土木 建設 錦江台2丁目11番1号 261-0239

304 有限会社　中勝組 建設 吉野町2002番地 243-0790

308 株式会社　野添土木 建設 持木町40番地 221-2954

309 有限会社　晋吾建設 建設 東桜島町349番地 221-2703

310 有限会社　内木場工業 建設 喜入瀬々串町3350番地6 347-0056

312 株式会社　森山建設 建設 西俣町1776番地6 298-2252

313 株式会社　ダイワ建設 建設 坂之上2丁目17番29号 261-1144

317 株式会社　大慶建設 建設 西谷山2丁目11番18号 266-3933

318 株式会社　久保組 建設 宇宿2丁目21番31号 255-3251

320 株式会社　大迫組 建設 郡山町2109番地 298-2148

322 大塚建設株式会社 建設 荒田1丁目15番22号 255-5191

323 アイテック株式会社 建設 吉野町2530番地 243-6883
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324 上村海運建設株式会社 建設 荒田1丁目21番21号 257-5100

326 株式会社　五反共楽園 建設 吉野町5450番地1 243-0061

328 園田建設工業株式会社 建設 大明丘1丁目14番1号 243-1760

329 茂建設株式会社 建設 錦江町11番33号 224-7881

331 株式会社　前田組 建設 平之町7番17号 222-6111

332 株式会社　森田建設 建設 宇宿6丁目19番1号 264-1313

333 株式会社　大興建設 建設 田上8丁目20番1号 281-1219

336 株式会社　清藤建設 建設 五ヶ別府町195番地 264-5955

337 株式会社　宝地組 建設 永吉2丁目15番1号 253-2348

339 株式会社　郷土開発 建設 田上4丁目5番17号 214-5355

341 日本ガスプランテック株式会社 建設 南栄3丁目25番地1 296-7211 

343 株式会社　川路土木 建設 西坂元町42番2号 247-9213

345 株式会社　村岡建設 建設 伊敷5丁目20番16号 229-1100

346 株式会社　久保忠建設 建設 真砂本町54番19号 256-4012

351 有限会社　斉藤建設 建設 唐湊1丁目14番59号 251-5751

353 株式会社　クリエーション橋 建設 真砂町85番7号 254-3336

354 株式会社　橋三建設 建設 伊敷1丁目6番33号 220-5511

355 株式会社　ナンワ工業 建設 東開町3番地166 210-2622

357 株式会社　イシタケ 建設 東俣町176番地1 298-8201

361 有限会社　エスビー工業 建設 松原町13番15号 226-3118

362 福森建設有限会社 建設 吉野町11082番地6 243-5371

366 株式会社　横瀬造園土木 建設 川田町325番地1 298-7711

369 株式会社　迫田建設 建設 樋之口町9番24号 225-3777

370 久保開発株式会社 建設 吉野町419番地 244-8365

371 株式会社　吉永土木 建設 新栄町20番7号 253-0531

372 株式会社　末永産業 建設 小山田町8969番地1 238-4838

375 株式会社　古川組 建設 谷山中央7丁目28番20号 260-4811

377 葉月工業株式会社 建設 本名町1235番地1 800-4621

378 株式会社　フォレステック 建設 石谷町715番地1 294-9652

381 協和建設株式会社 建設 武1丁目15番24号 253-5277

382 株式会社　冨迫組 建設 東谷山4丁目13番5号 268-3620

383 ヤマト産業有限会社 建設
易居町2番1号
有馬ビル１F

225-1080

384 株式会社　東宝建設 建設 春山町2731番地2 278-2748

385 有限会社　ムサシ建設工業 建設 直木町4531番地2 278-1249

387 双栄電気株式会社 建設 西陵6丁目19番13号 282-0120

393 有限会社　イヤダニ工務店 建設 郡山町1218番地6 298-2883

394 内村建設株式会社 建設 上本町2番12号 222-0116

396 株式会社　日拓 建設 玉里団地1丁目35番3号 220-4355

397 ダイヤテック株式会社 建設 新栄町24番11号 259-5539

399 林建設株式会社 建設 真砂町2番11号 254-8612

404 有限会社　摺木建設 建設 田上台1丁目35番11号 256-2842

407 有限会社　吉鶴工業 建設 明和2丁目36番10号 282-4664

409 株式会社　川崎植木 建設 本名町1113番地 294-2605

419 鹿児島県くみあい開発株式会社　建設造園部 建設 宮之浦町3088番地 294-2019

420 有限会社　勇建設 建設 岡之原町3146番地4 244-1933
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423 株式会社　玉龍建設 建設 永吉2丁目40番12号 254-9836

426 株式会社　協和電気商会 建設 平之町12番13号 225-4233

428 有限会社　親和興業 建設 冷水町22番5号 225-0151

432 株式会社　木落建設 建設 東谷山1丁目72番26号 806-2277

439 中央造園土木株式会社 建設 春山町2739番地 248-8520

443 株式会社　川井田組 建設 上之園町22番地12 251-2996

445 平床建設株式会社 建設 広木2丁目26番11号 264-7186

452 有限会社　古薗土木工業 建設 犬迫町9743番地 238-0159

453 有限会社　清美土木 建設 宇宿4丁目35番15号 264-7300

455 株式会社　栫建設 建設 伊敷7丁目9番65号 218-3130

458 富士電機株式会社　九州支社　鹿児島営業所 建設 中央町9番地1 286-1234

462 コーアツ工業株式会社 建設 伊敷5丁目17番5号 229-8181

463 川田建設株式会社　鹿児島営業所 建設 平之町8番13号 227-0813

470 株式会社　新輝開発工業 建設 上荒田町12番9号 812-3277

471 株式会社　大神興業 建設 吉野町4336番地3 243-9917

472 株式会社　谷吉造園土木 建設 東坂元1丁目27番3号 248-2838

473 有限会社　千代森工業 建設 吉野町3355番地27 244-1341

474 有限会社　追立造園 建設 喜入瀬々串町3456番地 0993-47-0014

475 千代森建設株式会社 建設 吉野町3355番地 243-0334

476 クロス冷熱工業株式会社 建設 田上台3丁目64番1号 265-5540

479 牧建設株式会社 建設 永吉1丁目6番17号 252-1100

489 株式会社　栗脇建設 建設 喜入町8057番地55 0993-45-1361

492 天竜建設株式会社 建設 坂之上7丁目40番68号 261-5887

496 森建設株式会社 建設 上荒田町29番23号 256-0877

497 株式会社　南日本電設 建設 下荒田二丁目38番17号 208－5100

499 大和リース株式会社　鹿児島支店 建設 与次郎1丁目12番20号 286-1061

503 株式会社　タイカイ 建設 池之上町21番3号 210-7773

505 株式会社　前田造園 建設 吉野町2205番地10 244-1000

506 有限会社　ノボリ建設 建設 谷山中央2丁目592番地3-620 814-7620

509 ほんじょう建設株式会社 建設 東佐多町1934番地 245-5170

511 株式会社　光林緑化 建設 城山2丁目12番19号 227-0236

514 株式会社　MIRAI 建設 山田町2502番地2 275-3538

517 アイ電子工業株式会社 建設 武岡5丁目51番25号 281-1101

518 株式会社　二俣建設 建設 春山町2119番地 278-1607

522 丸天建設株式会社 建設 魚見町142番地8 267-2975

526 株式会社　システム電子 建設 田上8丁目8番21号 282-3705

527 丸久建設株式会社 建設 永吉一丁目34番20号 254-6225

532 株式会社　深野木組 建設 荒田2丁目28番19号 251-1611

535 株式会社　末永建設 建設 本名町6334番地7 294-2528

536 有限会社　グリーンボイス鈴 建設 坂之上5丁目20番18号 262-5720

539 有限会社　村山建設工業 建設 春山町1585番地5（103） 246-7321

541 有限会社　ヨシモト建設 建設 吉野町5434番地6 244-5636

542 有限会社　永光造園 建設 吉野町11276番地10 244-5187

543 株式会社　マンボウ・サービス 建設 吉野町11334番地2 246-3678

544 こうかき建設株式会社 建設 新栄町19番3号 252-7700
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551 株式会社　丸岡工業 建設 中山町5199番地1 806-8181

554 中外電工　株式会社 建設 西陵1丁目43番5号 281-5200

560 南友工業株式会社 建設 玉里団地2丁目17番5号 220-0865

561 株式会社　ハダ工芸社 建設 錦江町7番30号 223-1181

563 株式会社　須田建設工業 建設 田上2丁目39番21号 257-9655

584 株式会社　仲野建設 建設 七ツ島１丁目4番地17 261-6688

585 株式会社　松葉電設 建設 谷山港2丁目5番15号 210-8686

587 株式会社　鹿大丸 建設 桜島赤生原町1番11 245-2010

589 三和建設株式会社 建設 吉野町3216番地154 243-2210

591 有限会社　大輝電設 建設 下福元町1483番地3 268-3631

592 株式会社　エルエス工業 建設 光山1丁目12番15号 263-0918

593 有限会社　上四元工務店 建設 西陵4丁目52番8号 278-5121

594 草留建設株式会社 建設 田上台3丁目33番5号 264-1282

595 有村総合建設株式会社 建設 吉野町1045番地4 243-5555

596 株式会社　市坪建装            建設 下荒田4丁目43番10号 254-5523

598 有限会社　創電設 建設 石谷町1571番地2 822-1820

599 株式会社　富士電設 建設 伊敷6丁目11番36号 229-7100

600 株式会社　横村電機 建設 明和2丁目9番13号 281-1010

602 株式会社　トータルハラダ 建設 春山町1439番地1 278-7810

603 有限会社　白澤建設 建設 犬迫町11798番地1 238-0634

604 有限会社　鵬工務店 建設 吉野町5501番地1 295-3737

605 株式会社　ないせん 建設 上之園町34番地15 251-0965

606 有限会社　いけ建設 建設 皆与志町3570番地 229-4900

607 株式会社　鶴留建設 建設 平之町12番8号 225-4888

608 ライフエンジニアリング株式会社 建設 平之町9番10号 219-5515

609 新谷緑化株式会社 建設 下荒田2丁目32番1号 250-1106

610 有限会社　西建設 建設 紫原6丁目34番10号 255-5315

612 有限会社　勝進工業 建設 吉野町5764番地6 244-5840

613 オリエント冷機有限会社 建設 田上台4丁目45番16号 265-1120

616 拓新建設株式会社 建設 東谷山3丁目18番11号 266-1575

617 株式会社　南防 建設 紫原4丁目19番10号 252-0432

622 株式会社　丸栄建設 建設 武岡2丁目9番地6 281-2515

624 カゴシマロック株式会社 建設 川上町3084番地1 244-7200

625 株式会社　ＴＲＵＳＴ 建設 五ヶ別府町1553番地 201-7222

626 株式会社　白木建設 建設 平之町１２番２９号　ルミナス平之町２Ｆ 226-0710

627 新日電設株式会社 建設 田上7丁目1番33号 282-2223

629 有限会社　立和名冷熱 建設 春山町382番地1 246-7040

631 ノジリ建設工業有限会社 建設 川上町4215番地1 243-8424

632 大生工業株式会社 建設 田上町4900番地 281-4818

633 大生土木有限会社 建設 田上町4900番地 281-4766

634 コスモ技研株式会社 建設 紫原1丁目50番29号 254-5814

635 セイコー工業株式会社 建設 荒田1丁目55番17号 252-9240

636 株式会社　山下電機システム 建設 光山1丁目14番24号 800-5649

637 永田総合土木有限会社 建設 吉野町4297番地3 244-1008

638 株式会社　河野工業所 建設 喜入中名町1000番地32 345-1316
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640 株式会社　九州プラント　松元加工場 建設 春山町1858番地 278-5273

642 株式会社　メイユウ 建設 中山2丁目46番6号 267-1050

644 株式会社　フジヤマ 建設 七ツ島1丁目4番地12 261-3331

647 大鹿空調機　株式会社 建設 小野町3235番地1 299-1616

648 株式会社　ヨコハマ工販 建設 伊敷台2丁目25番1 218-4033

650 有限会社　ロードビルズシステム 建設 上福元町3590番地2 297-4550

651 有限会社　木之下工務店 建設 平川町259番地2 261-2592

654 有限会社　大龍産業 建設 小野町3635番地1 296-1206

657 株式会社　佐藤電気 建設 下竜尾町11番5号 248-2072

658 株式会社　中山建設 建設 西田2丁目14番39号 253-1555

659 株式会社　大德電設 建設 新栄町33番3号 230-7710

660 石走造園株式会社 建設 石谷町101番地 298-9850

661 有限会社　松栄電機エンジニアリング 建設 小原町9番22 268-4166

662 有限会社　松博建設 建設 谷山中央6丁目39番11号 268-0609

663 株式会社　高橋電設 建設 光山1丁目1番2号 261-0510

664 株式会社　鹿児島ＧＨＰ 建設 平川町982番地1 261-4300

666 有限会社　池田商会 建設 桜島赤水町1364番地 293-2594

667 株式会社　三竹工業 建設 伊敷6丁目12番32号 229-8111

670 株式会社　鴻池組　南九州支店 建設 大黒町2番11号 225-0321

671 藤田建設興業株式会社 建設 大黒町3番6号 225-0411

672 有限会社　大信商会 建設 中山町1548番地1 267-7165

676 有限会社　勝緑園 建設 吉野町8739番地 243-1824

678 有限会社　薩誠興業 建設 下福元町1945番地
080-3964-9389
（清和260-1781）

680 新開工業株式会社 建設 西別府町1600番地22 230-0341

683 有限会社　道下土建 建設 郡山町6307番地1 298-2944

684 株式会社　増田組 建設 自由ヶ丘1丁目34番8号 260-5470

694 津曲工業株式会社 建設 伊敷1丁目3番20号 220-1212

709 株式会社　堀之内工務店 建設 川上町2750番地94 813-7824

711 株式会社　久保技建 建設 吉野町2119番地1 244-0710

722 株式会社　新留土木 建設 中央町6番地3 251-1832

723 鹿動建設株式会社 建設 桜ヶ丘7丁目21番8号 265-0808

724 協電プラント有限会社 建設 中山町1854番地7 203-0655

725 株式会社　ホーミング 建設 平之町9番10号 219-3477

726 海老沢建設株式会社 建設 田上1丁目2番11号 256-5668

727 株式会社　末吉電設 建設 下伊敷2丁目29番2号 220-1043

730 電新デジック株式会社 建設 西別府町2794番地36 822-0707

772 株式会社　田川組 建設 荒田二丁目６番２０号
0993-84-1080

254-1081

773 株式会社　伊東工業 建設 吉野町5777番地27 244-9779

774 株式会社　セグチ 建設 川田町1196番地1 298-8910

775 有限会社　丸千建設 建設 吉野町2240番地14 295-8691

776 株式会社　鹿工設備 建設 本城町1318番地4 294-1130

780 パシフィックコンサルタンツ株式会社　鹿児島事務所 建設 中央町22番地16 812-8795

781 株式会社　緒方建設 建設 宇宿2丁目28番16号 230-0070

782 九州熱学工業株式会社 建設 石谷町2704番地1 248-7547

783 有限会社　山下造園設計 建設 草牟田1丁目22番31号 223-0583
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789 有限会社　谷口建設 建設 伊敷５丁目14番18号 229-2806

792 株式会社　絆 建設 喜入瀬々串町5390番地 347-1177

794 ニチハツ工業株式会社　鹿児島営業所 建設 小野2丁目1番22号 220‐1312

798 合同会社　インテリア工業ありま 建設 星ヶ峯1丁目22番20号 264-6746

800 株式会社　梅木緑光園 建設 吉野町6178番地1 243-6181

802 有限会社　福元緑化園 建設 川上町2010番地4 244-2791


