
令和４年度　鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿　（維持修繕工事）

商号又は名称 所在地 代表者 電話番号 業種名

株式会社アースクリエイト        下伊敷一丁目５３番１６号 江藤　將志 228-7155 維持修繕工事

有限会社あい公樹園           吉野町９１０１番地１ 井上　隆博 244-6805 維持修繕工事

アイテック株式会社           吉野町２５３０番地 青木　英一郎 243-6883 維持修繕工事

赤瀬川建設株式会社           千年二丁目４１番１３号 赤瀬川　隆樹 218-8865 維持修繕工事

有限会社安芸設備            吉野町５３８９番地２ 川原　政信 244-6052 維持修繕工事

旭機工株式会社             和田２丁目３３番１２号 川崎　康智 260-4511 維持修繕工事

株式会社旭施工             七ッ島１丁目４番１７号２Ｆ 中野　多美子 261-9511 維持修繕工事

亜細亜興業株式会社           唐湊４丁目１４番３号 梶原　貞徳 252-3096 維持修繕工事

株式会社天草屋             新栄町１６番１９号 園田　開治 255-8291 維持修繕工事

有限会社有島工業            川田町１５１２番地１９ 有島　直樹 298-8666 維持修繕工事

有限会社有馬              坂元町８１９番地１ 能塩　貴幸 210-7202 維持修繕工事

株式会社有村設備            喜入前之浜町７１６５番地１ 有村　雄二 0993-43-1460 維持修繕工事

有村総合建設株式会社          吉野町１０４５番地４ 有村　勝則 243-5555 維持修繕工事

株式会社アリモト工業          鹿児島県鹿屋市串良町上小原１８８８番地 有元　政信 0994-63-2308 維持修繕工事

株式会社安真建設            吉野１丁目２８番２２号 佐藤　安仁 294-5515 維持修繕工事

株式会社イーエムテック         下伊敷二丁目６番５号　 池田　俊次　 099-814-5510 維持修繕工事

有限会社いけ建設            皆与志町３５７０番地 池田　貴 800-7021 維持修繕工事

有限会社池田商会            桜島赤水町１３６４番地 池田　信一 293-2594 維持修繕工事

有限会社池田道建設工業         小野町２３９９番地４ 池田　篤志 281-5871 維持修繕工事

株式会社イサム             真砂町７６番９号 山元　貴代 099-256-5611 維持修繕工事

有限会社勇建設             岡之原町３１４６番地４ 栫　利典 244-1933 維持修繕工事

有限会社石郷建設            吉野町６８１２番地３ 石合　洋人 244-1388 維持修繕工事

石走造園株式会社            石谷町１０１番地 大囿　越夫　 298-9850 維持修繕工事

株式会社市坪建装            下荒田４丁目４３番１０号 市坪　孝志 254-5523 維持修繕工事

市成建設株式会社            東坂元二丁目６１番３８号 小濵　佳久 099-263-6801 維持修繕工事

株式会社一成工業            小松原二丁目２番２０号 中原　千春 813-7942 維持修繕工事

有限会社一成産業            星ヶ峯１丁目５７番３号 古市　一郎 284-4188 維持修繕工事

株式会社伊東工業            吉野町５７７７－２７　 伊東　靖紀　 099-244-9779 維持修繕工事

有限会社稲富建設            皆与志町２５１８番地 稲富　正一 238-5450 維持修繕工事
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有限会社稲留重土木           西伊敷１丁目１６番１号 稲留　慎一 220-6606 維持修繕工事

稲村建設株式会社            小山田町３８３８番地５ 尾上　美智男 238-4155 維持修繕工事

稲森クレーン建設株式会社        山田町４１６番地４ 稲森　勝次 265-6651 維持修繕工事

井上総合緑化建設株式会社　       坂元町２３番１号 井上　恒治 247-8881 維持修繕工事

株式会社　五百路造園          川上町１０３６番地５ 五百路　佐都志 099-243-6868 維持修繕工事

有限会社イヤダニ工務店         郡山町１２１８番地６ 袰谷　圭太 298-2883 維持修繕工事

有限会社入來工業            東谷山一丁目７５番６号 入來　俊一 296-9991 維持修繕工事

有限会社入佐産業            犬迫町４２２番地１ 下入佐　裕司 238-4525 維持修繕工事

有限会社イレブン総合開発        本名町１１３９番地２ 脇田　幸男 294-4549 維持修繕工事

株式会社岩野造園土木          玉里団地１丁目７４番８号２Ｆ 岩野　宗敬 229-4031 維持修繕工事

株式会社岩本建設            喜入生見町２８３３番地 岩本　久志 099-343-1155 維持修繕工事

岩元建設興業株式会社          古里町１０７８番地 岩元　節朗 221-2045 維持修繕工事

株式会社岩本工業            西陵六丁目３４番１号　 岩本　隆志 282-8903 維持修繕工事

植九造園                山田町２２７４番地９ 九万田　真也 265-1830 維持修繕工事

有限会社上野建設            鷹師１丁目６番２５号 上野　正博 255-8802 維持修繕工事

上野工業株式会社            原良４丁目１番６号 上野　廣一郎　 259-1446 維持修繕工事

有限会社内大久保建設          坂之上六丁目１９番３１号 内大久保　清志 261-3178 維持修繕工事

有限会社内木場工業           喜入瀬々串町３３５０番地６ 内木場　啓 099-347-0056 維持修繕工事

有限会社内造園             油須木町２８１番地８ 内　信好 298-2518 維持修繕工事

有限会社内薗秋組            喜入前之浜町８１６１番地１ 内薗　義人 343-1163 維持修繕工事

有限会社内田造園            吉野町２８６２番地４ 内田　正弘 244-2985 維持修繕工事

有限会社内村産業            下福元町７７０２番地２ 内村　真悟 261-7526 維持修繕工事

株式会社内山武組            下福元町３７１８番地２ 小倉　俊 267-2555 維持修繕工事

有限会社永光造園            吉野町１１２７６番地１０ 永野　光洋 244-5187 維持修繕工事

株式会社永代建設            本名町２６９５番地１ 田中　孝幸 293-7020 維持修繕工事

株式会社江口土木            東坂元４丁目１７番７号 江口　まさよ 248-0994 維持修繕工事

株式会社エコシステム          西谷山三丁目２６番６号 上村　悠貴　 267-3598 維持修繕工事

有限会社エコ・ハウス鹿児島       岡之原町３３９２番地１ 福山　博成 286-0851 維持修繕工事

株式会社エス・エム・エスコーポレーション 郡元１丁目４番４１号 鈴木　壽昭 206-3800 維持修繕工事
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株式会社江藤建設工業          下伊敷一丁目５３番１６号 荒川　和彦 229-7500 維持修繕工事

株式会社榎田組             小山田町１１６番地 榎田　智博 238-4058 維持修繕工事

有限会社江平建設            坂之上７丁目４３番４０号 江平　正明 261-4195 維持修繕工事

株式会社エルエス工業          光山１丁目１２番１５号 濵﨑　弘己 263-0918 維持修繕工事

株式会社えん企画            城西二丁目２２番２６号１Ｆ 谷崎　孝流 297-4671 維持修繕工事

株式会社追立造園            喜入瀬々串町３４５６番地 追立　正人 099-347-0014 維持修繕工事

株式会社大井建設            郡山町３９４６番地２ 新山　浩治 298-2946 維持修繕工事

大分海事株式会社            真砂町４０番９号 上田　聖治 258-3870 維持修繕工事

有限会社大﨑工業            西伊敷五丁目２１番９号 大﨑　久光 099-220-7687 維持修繕工事

株式会社大迫組             郡山町２１０９番地 大迫　二三代 298-2148 維持修繕工事

株式会社大秀工業            川上町４２５６－１ 大迫　秀文 243-4676 維持修繕工事

株式会社大城              宇宿９丁目１１番６号 大城　仁 275-3600 維持修繕工事

株式会社大隅機工            田上台四丁目１６番１８号 牧　祐一 265-9300 維持修繕工事

大塚建設株式会社            荒田１丁目１５番２２号 大塚　勝久 255-5191 維持修繕工事

有限会社鵬工務店            吉野町５５０１番地１ 塚田　紀己 295-3737 維持修繕工事

有限会社大平塗装店           伊敷３丁目２８番２９号 大平　新一 220-6360 維持修繕工事

大保建設株式会社            東谷山３丁目８番２３号 盛山　勝浩 800-7547 維持修繕工事

思川建設株式会社            本城町２５６４番地 前田　賢二 295-2116 維持修繕工事

ＧＡＲＤＥＮプラス合同会社       下田町６３９－９ 甲斐　正吏 244-7441 維持修繕工事

鹿児島県くみあい開発株式会社      鴨池新町１５番地 柚木　弘文 258-5671 維持修繕工事

鹿児島県リサイクル株式会社       下福元町１９８７番地 西窪　勝 099-260-4322 維持修繕工事

鹿児島植物園              吉野町６２０４番地３ 森山　秀樹 099-244-1603 維持修繕工事

株式会社鹿児島推進開発         小野４丁目１６番１０号 佐藤　豊 220-4366 維持修繕工事

有限会社鹿児島大輝           石谷町２２２３番地 田平　章悟 278-3752 維持修繕工事

鹿児島道路サービス株式会社       吉野町４８４９番地６ 上原　毅 246-3133 維持修繕工事

株式会社鹿児島トラスト         下荒田一丁目９番１６号 小林　弘明 202-0334 維持修繕工事

株式会社鹿児島美掃           小野町３２６３番地 小野　陽子 248-9893 維持修繕工事

カゴシマロック株式会社         川上町３０８４番地１ 片平　忠一郎 244-7200 維持修繕工事

株式会社加治木建設           坂之上４丁目１４番２０号 加治木　浩二 261-2269 維持修繕工事
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株式会社勝建設             新照院町１９番１号 上原　勝 223-2271 維持修繕工事

株式会社桂造園             坂之上７丁目１５番５号 間世田　吉宣 261-3828 維持修繕工事

有限会社鹿南シンワ           吉野町３９８４番地１４ 髙橋　統作 294-4567 維持修繕工事

有限会社金丸造園土木          吉野町１１０６８番地６ 森　武志 243-1255 維持修繕工事

株式会社上塘組             薬師２丁目５番１号 上塘　守 251-7211 維持修繕工事

上村海運建設株式会社          荒田１丁目２１番２１号 上村　一徳 257-5100 維持修繕工事

有限会社上四元工務店          四元町８３９番地１ 上四元　正昭 278-5121 維持修繕工事

茅建設株式会社             上之園町８番地１５ 茅切　達史 252-1118 維持修繕工事

株式会社川崎植木            本名町１１１３番地 川﨑　まさえ 294-2605 維持修繕工事

株式会社川﨑緑化センター        本名町７９５番地 川﨑　一三 294-2116 維持修繕工事

株式会社川路土木            西坂元町４１番８号 川路　芳充 247-9213 維持修繕工事

有限会社河田産業            東俣町１５３０番地６ 谷口　雄二 298-3616 維持修繕工事

株式会社川西建設            西佐多町４１３４番地１ 川西　清司 295-1106 維持修繕工事

有限会社川畑開発工業          中山２丁目４２番１４号 川畑　穂 267-8080 維持修繕工事

有限会社河原産業            岡之原町３１１４番地 河原　美鈴 243-5421 維持修繕工事

川村幸楽園               桜島武町１４４番地 川村　良 813-7788 維持修繕工事

環境開発株式会社            吉野町１１７０番地 有村　信一 244-0851 維持修繕工事

株式会社環境ハイテック         鹿児島市光山１丁目１３番４０号 黒木　健次 099-261-5552 維持修繕工事

株式会社木落建設            東谷山１丁目７２番２６号 木落　孝作 806-2277 維持修繕工事

有限会社喜十              上荒田町１３番２３号 石谷　政喜 254-6612 維持修繕工事

株式会社きずな工業           鹿児島県姶良市加治木町反土１６０８番地１ 常盤　実 0995-57-7707 維持修繕工事

有限会社木原園芸            吉野町９２０８番地１ 木原　賢一郎 243-7025 維持修繕工事

株式会社木原建設            犬迫町３１８６番地 木原　伸一 238-0739 維持修繕工事

有限会社木原重土木           犬迫町３０５１番地 木原　重己 238-2728 維持修繕工事

九錦設備工業株式会社          南栄２丁目７番１５号 大山　道治 263-5133 維持修繕工事

九州特殊土木工業株式会社        川上町２８７番地 岩下　清昭 244-6416 維持修繕工事

有限会社キュウセツ           皇徳寺台３丁目４５番７号 久保　久昭 265-6027 維持修繕工事

株式会社九大地質コンサルタント     田上６丁目２番３８号 川邊　信也 251-2050 維持修繕工事

郷栄工業株式会社            唐湊１丁目１４番６７号 岩﨑　倉一郎 252-1594 維持修繕工事
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株式会社郷土開発            田上４丁目５番１７号 比良　政行 214-5355 維持修繕工事

協友工業株式会社            西伊敷７丁目１３番１２号 小坂元　敏江 229-0333 維持修繕工事

協和建設株式会社            武１丁目１５番２４号 中村　明人 253-5277 維持修繕工事

キョーエイエステック株式会社      田上台２丁目３３番３４号 重吉　智仁 264-6515 維持修繕工事

株式会社玉龍建設            原良七丁目８番５号 児玉　龍生 297-6470 維持修繕工事

株式会社清藤建設            五ヶ別府町２００番地 清藤　紀美子 264-5955 維持修繕工事

有限会社清美土木            宇宿４丁目３５番１５号 宮下　正吾 264-7300 維持修繕工事

有限会社霧島興産            田上台一丁目１２８５番地 岩﨑　智惠子 253-1567 維持修繕工事

草留建設株式会社            田上台３丁目３３番５号 草留　耕一 264-1282 維持修繕工事

有限会社草野電設            福山町１６２０番地２ 草野　勝也 278-1569 維持修繕工事

国治建設株式会社            武岡３丁目２７番地９ 福田　国治 282-0408 維持修繕工事

久保開発株式会社            吉野町４１９番地 久保　浩司 244-8365 維持修繕工事

株式会社久保技建            吉野町２１１９番地１ 久保　勇一郎 244-0710 維持修繕工事

株式会社久保忠建設           真砂本町５４番１９号 久保　武志 256-4012 維持修繕工事

株式会社グランテック          吉野町３０７３番地５１ 小土橋　和浩 801-3910 維持修繕工事

株式会社グリーンアイテック       下福元町３３３１番地５ 池平　由美子 267-6460 維持修繕工事

株式会社グリーンアシスト        川上町２００９番地５ 福元　健作 244-5056 維持修繕工事

株式会社クリーンサービス        出水市高尾野町下高尾野３８８７番８ 有下　亮二 0996-79-3270 維持修繕工事

有限会社グリーンボイス鈴        坂之上５丁目２０番１８号 鈴　伸枝 262-5720 維持修繕工事

株式会社クリエーション橋        真砂町８５番７号 橋元　隆 254-3336 維持修繕工事

株式会社栗脇建設            喜入町８０５７番地５５ 仮屋﨑　浩三 099-345-1361 維持修繕工事

株式会社クロキ工業           光山１丁目６番５号 黒木　徹 261-5361 維持修繕工事

株式会社恵光              平川町９６１番地２ 外城戸　葉子　 262-4588 維持修繕工事

株式会社ケンシン            千日町７番２門園第２ビル３階 上水流　康生 099-248-9759 維持修繕工事

株式会社河野工業所           喜入中名町１０００番地３２ 茂谷　憲二 0993-45-1316 維持修繕工事

株式会社光洋工業            山田町７６５－２ 野元　正則 201-5477 維持修繕工事

株式会社光林緑化            城山２丁目１２番１９号 村上　敦務 227-0236 維持修繕工事

有限会社郡山造園            郡山町２５３６番地 西　孝章 298-4140 維持修繕工事

コスモ技研株式会社           紫原１丁目５０番２９号 関　英治 099-254-5814 維持修繕工事
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株式会社コスモ建設運輸         宮之浦町９３６番地５ 榎園　洋文 294-2061 維持修繕工事

株式会社五反技建            田上町３８６８番地３ 五反　康裕 275-3700 維持修繕工事

株式会社五反共楽園           吉野町５４５０番地１ 五反　孝一 243-0061 維持修繕工事

株式会社寿産業             鹿児島県日置市吹上町中原２０８０番地２ 内田　敬之 296-5617 維持修繕工事

ことぶき造園設計            吉野町５９５６番地９２ 寿　正夫 244-8248 維持修繕工事

有限会社小濵組             東坂元四丁目３９番２１号　 小濵　貴 295-0777 維持修繕工事

株式会社コマロック           武岡三丁目２６番７号 前薗　栄作 262-5069 維持修繕工事

有限会社斉藤建設            唐湊１丁目１４番５９号 斉藤　竜麿 251-5751 維持修繕工事

有限会社坂上庭園            吉野町１１２４８ 坂上　多賀雄 243-5101 維持修繕工事

坂本建設株式会社            西千石町３番１０号 諏訪園　匠 224-7111 維持修繕工事

有限会社迫光建設            吉野町３３２２番地の３９ 迫　恵子 243-3257 維持修繕工事

株式会社笹平組             下荒田二丁目７番１２号 笹平　裕樹 296-9090 維持修繕工事

五月産業株式会社            伊敷６丁目１３番１号 池田　真二 220-3030 維持修繕工事

有限会社薩誠興業            清和三丁目２番３９号 日高　隆治 260-1781 維持修繕工事

株式会社薩摩工務店           鹿児島県薩摩郡さつま町求名２７３３番地　 下土橋　憲一　 0996-57-0126 維持修繕工事

佐藤造園                川上町３６６７番地３ 佐藤　大輔 220-5121 維持修繕工事

株式会社サニーアップ          星ヶ峯五丁目１８番２号 日髙　好敏 806-0097 維持修繕工事

株式会社沢津橋造園           下福元町７７０７番地２ 沢津橋　鉄盛 262-5387 維持修繕工事

有限会社三大機動            春山町２１４０番地１ 二俣　弘幸 278-0551 維持修繕工事

株式会社三反田建設           上福元町３５４２番地 三反田　勇 268-3452 維持修繕工事

株式会社三友              谷山港２丁目５番地４ 塩屋　生郎 262-3377 維持修繕工事

株式会社ジェイテック          小野４丁目２８番１号 坂元　浩治 228-9883 維持修繕工事

有限会社重井建設            本名町１６４２番地３ 小林　和寿 294-4303 維持修繕工事

茂建設株式会社             錦江町１１番３３号 濵田　勇 224-7881 維持修繕工事

有限会社篠原緑化建設          野尻町３１６番地１ 篠原　大介 245-0003 維持修繕工事

志広建設株式会社            小山田町３５０２番地９ 宇田　伸一 238-3337 維持修繕工事

株式会社島津建設            吉野町９７００番地１ 東　冨美男 099-248-5855 維持修繕工事

株式会社清水              岡之原町５１２９番地 清水　友詞 220-1014 維持修繕工事

有限会社修建              西陵６丁目９番１５号 橋本　修 282-5311 維持修繕工事
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株式会社寿福石材工業          小山田町７８３番地３１ 壽福　和彦 238-2024 維持修繕工事

有限会社昭栄工業            五ヶ別府町１９８９番地１ 白坂　昭文 284-7875 維持修繕工事

有限会社勝栄土木            下福元町８６２５番地１ 濵園　勝洋 261-5191 維持修繕工事

有限会社勝建              紫原二丁目４３番１５号 橋口　慎平 813-8908 維持修繕工事

株式会社松竹建設            上竜尾町１０番２９号 松里　悟 246-2111 維持修繕工事

株式会社勝利商會            小川町２７番２号 下田　勝利 226-3123 維持修繕工事

有限会社勝緑園             吉野町８７３９番地 向井　勝宏 243-1824 維持修繕工事

有限会社昭和テクノ工業         和田３丁目３１番２２号 小瀬戸　幸信 267-8844 維持修繕工事

昭和電気工業有限会社          上谷口町１７７３番地１ 松尾　浩行 278-1515 維持修繕工事

株式会社ショーエイ           西陵一丁目９番４－２０２号 永井　純一郎 230-0564 維持修繕工事

有限会社白澤建設            犬迫町１１７９８番地１ 白澤　洋志 238-0634 維持修繕工事

有限会社城山緑化センター        坂之上８丁目３７番１０号 野頭　健一 261-9458 維持修繕工事

新開工業株式会社            西別府町１６００番地２２ 岡元　彰 230-0341 維持修繕工事

新谷緑化株式会社            下荒田２丁目３２番１号 新谷　哲生 250-1106 維持修繕工事

株式会社新輝開発工業          上荒田町１２番９号新輝ビル２０１号 濵上　保之 812-3277 維持修繕工事

株式会社心拓              鹿児島県大島郡大和村国直５９１番地１ 泉　直希 0997-57-2408 維持修繕工事

新村庭園株式会社            本名町１２８６番地１２ 新村　光明 243-2517 維持修繕工事

有限会社親和興業            冷水町２２番５号 赤尾　かおり 225-0151 維持修繕工事

親和産業株式会社            武岡５丁目２１番１８号 吉留　義雄 281-4953 維持修繕工事

進和總業株式会社            宇宿８丁目１８番１８号 前田　進 264-2611 維持修繕工事

株式会社末永建設            本名町６３３４番地７ 末永　知広 294-2528 維持修繕工事

末吉建設株式会社            田上８丁目３番５号 末吉　晴海 281-5566 維持修繕工事

有限会社スペース・コモド        下荒田３丁目７番６号 武田　雅治 286-1586 維持修繕工事

有限会社摺木建設            田上台１丁目３５番１１号 摺木　陽平 256-2842 維持修繕工事

清輝建設株式会社            西谷山３丁目２６番６号 上村　清俊 267-0531 維持修繕工事

青風工業株式会社            皷川町２８番１８号 郡山　浩紀 801-7668 維持修繕工事

株式会社清和技建            東佐多町１３７番地 和泉　清悦 295-1760 維持修繕工事

株式会社セグチ             川田町１１９６番地１ 瀬口　俊二 298-8910 維持修繕工事

株式会社ＳＥＴＯＫＯ興業        小野三丁目６番６号 瀬戸口　圭一郎 228-8684 維持修繕工事
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ソイルド技研有限会社          上谷口町４２５１番地 小原　聡 278-3878 維持修繕工事

株式会社即応開発            喜入瀬々串町５２７８番地３ 追立　和子 347-0270 維持修繕工事

園田建設工業株式会社          大明丘１丁目１４番１号 園田　徹 243-1760 維持修繕工事

第一建設株式会社            玉里団地３丁目２３番１２号 有嶋　隆司 220-3151 維持修繕工事

株式会社タイカイ            池之上町２１番３号 友田　浩樹 210-7773 維持修繕工事

株式会社大慶建設            西谷山二丁目１１番１８号 宮路　慶子 266-3933 維持修繕工事

株式会社大興建設            田上８丁目２０番１号 内野　恵 281-1219 維持修繕工事

株式会社大神興業            吉野町４３３６番地３ 神宮　司郎 243-9917 維持修繕工事

有限会社大信商会            中山町１５４８番地１ 信時　章明 267-7165 維持修繕工事

タイセイ技建有限会社          唐湊１丁目３３番７号 田之上　寿大 250-5611 維持修繕工事

大生工業株式会社            田上町４９００番地 泊　耕太郎 281-4818 維持修繕工事

大生土木有限会社            田上町４９００番地 泊　照久 281-4766 維持修繕工事

有限会社大成緑化工業          鴨池１丁目２９番５号 中田　洋一 258-2548 維持修繕工事

太陽設備有限会社            緑ヶ丘町３８番１号 田中　秀一 243-9765 維持修繕工事

有限会社大龍産業            小野町３６３５番地１ 永山　康德 296-1206 維持修繕工事

株式会社ダイワ建設           坂之上２丁目１７番２９号 牧枝　裕也 261-1144 維持修繕工事

株式会社タカヨシ            石谷町１２１５－５ 平石　貴裕 813-7444 維持修繕工事

有限会社拓栄工業            西陵２丁目３４番３号 大久保　美恵 278-7679 維持修繕工事

株式会社タク工業            花尾町４７８２番地２ 奥　卓真 248-8007 維持修繕工事

拓新建設株式会社            東谷山３丁目１８番１１号 竹之下　幸春 266-1575 維持修繕工事

有限会社匠建設             紫原５丁目１６番１８号 竹之内　和孝 252-1447 維持修繕工事

有限会社武石建設            真砂本町３番８号 武石　隆 253-7495 維持修繕工事

竹下建設株式会社            薬師１丁目１４番５号 竹下　章 254-1577 維持修繕工事

株式会社竹下工務店           西佐多町８４５番地１ 竹下　慎哉 295-2828 維持修繕工事

株式会社竹ノ上興業           小野４丁目２６番７号　 竹ノ上　武治　 099-220-9362 維持修繕工事

有限会社竹之内組            入佐町９７２番地 町田　孝之 278-1754 維持修繕工事

有限会社竹元工務店           桜島藤野町１５１０番地５ 轟木　晃 293-3628 維持修繕工事

有限会社竹元住設工業          桜島松浦町１０２番地３ 竹元　清二 293-2156 維持修繕工事

有限会社武盛石油            桜島武町３７５番地 武盛　秀幸 293-2618 維持修繕工事
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有限会社田中工務店           花尾町２０７２番地１ 田中　實 298-7612 維持修繕工事

株式会社田中隆土木           若葉町１３番１号 田中　隆男 247-9697 維持修繕工事

有限会社谷口建設            伊敷５丁目１４番１８号 谷口　修司 229-2806 維持修繕工事

株式会社谷崎産業            西俣町１３３６番地 谷﨑　正弘 298-4557 維持修繕工事

株式会社谷山通信工業          下福元町３７１８番地２ 小倉　聖二 260-4821 維持修繕工事

株式会社谷吉造園土木          東坂元１丁目２７番３号 谷吉　美幸 248-2838 維持修繕工事

垂水緑地建設株式会社          真砂町７３番１８号 西垂水　修 254-1101 維持修繕工事

千原建設株式会社            武岡１丁目３８番地４ 千原　基彦 281-8055 維持修繕工事

中央建設株式会社            錦江町９番２５号 栫井　銀二郎 223-7411 維持修繕工事

中央造園土木株式会社          春山町２７３９番地 鳥丸　めぐみ 248-8520 維持修繕工事

中央ロード工業株式会社         吉野町２７６７番地１５ 笹木　伸一 243-1523 維持修繕工事

株式会社中馬建設            直木町４５３３番地 中馬　亮二 278-1716 維持修繕工事

千代森建設株式会社           吉野町３３５５番地 千代森　秋人 243-0334 維持修繕工事

有限会社千代森工業           吉野町３３５５番地の２７ 千代森　春海 244-1341 維持修繕工事

有限会社テクノ開発           平川町１０４７番地１ 岩元　浩治 262-0217 維持修繕工事

テクノ工業有限会社           春山町８２４番地１ 松元　光治 278-5822 維持修繕工事

有限会社寺口建設            吉野町３４５９番地１２ 寺口　照男 243-9395 維持修繕工事

寺澤建設有限会社            下伊敷３丁目３３番１１号 寺澤　清文 228-8401 維持修繕工事

照井設備工業有限会社          岡之原町４４９番地３ 照井　秀樹 243-3060 維持修繕工事

天竜建設株式会社            坂之上７丁目４０番６８号 川原　剛 261-5887 維持修繕工事

株式会社トゥーウィンコーポレーション  荒田一丁目３８－１６エントピア八幡１Ｆ 清永　勝稔 203-0308 維持修繕工事

有限会社東鹿園             吉野町９２０３番地 木原　隆明 243-1820 維持修繕工事

有限会社東光緑地建設          吉野町７０８２番地６ 西村　武志 244-3936 維持修繕工事

株式会社東宝建設            春山町２７３１番地２ 東　優一 278-2748 維持修繕工事

株式会社トータルハラダ         春山町１４３９番地１ 仮屋﨑　久美子 278-7810 維持修繕工事

株式会社土器薗建設           坂之上２丁目１８番１９号 土器薗　勇輔 800-8126 維持修繕工事

徳澤建設株式会社            鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３番地１ 徳澤　直紀 099-482-4334 維持修繕工事

都市環境株式会社            吉野町４８２５番地４ 神宮司　信行 244-2200 維持修繕工事

株式会社冨迫組             東谷山４丁目１３番５号 冨迫　正 268-3620 維持修繕工事
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有限会社富永緑化土木          吉野町２７５２番地１２ 富永　洋三 244-6687 維持修繕工事

株式会社豊月建設            上之園町１２番１４号 大薗　忠静 257-1501 維持修繕工事

株式会社ＴＲＵＳＴ           春山町１４９９番１１ 宮前　太 201-7222 維持修繕工事

有限会社中勝組             吉野町２００２番地 中村　義明 243-0790 維持修繕工事

合同会社中釜造園            喜入前之浜町７１１２番地２ 中釜　光保 099-343-1393 維持修繕工事

有限会社永仮建設            宇宿８丁目８番１号 永仮　博文 264-8010 維持修繕工事

株式会社中川製作所           喜入瀬々串町２５３２番地２ 中川　健太郎 0993-47-1234 維持修繕工事

中建設株式会社             伊敷４丁目１１番１１号 福田　栄 220-2504 維持修繕工事

有限会社永田鋼管工業          春山町４４０番地 永田　廣樹 278-7057 維持修繕工事

永田総合土木有限会社          吉野町４２９７番地３ 永田　ゆかり 244-1008 維持修繕工事

株式会社仲野建設            七ッ島１丁目４番地１７ 中野　成博 261-6688 維持修繕工事

株式会社中原建設            下荒田３丁目２９番６号 中原　尚治 253-6631 維持修繕工事

株式会社中間造園            本城町３５８番地１ 中間　誠也 802-7770 維持修繕工事

有限会社中村隆建設           持木町６１４番地１ 中村　隆 221-2941 維持修繕工事

株式会社中森進建設           吉野町６２４４番地２０ 中森　美智也 243-1250 維持修繕工事

株式会社中山建設            西田２丁目１４番３９号 中山　太 253-1555 維持修繕工事

斜木建設株式会社            春山町１４７７番地 斜木　拓 278-7667 維持修繕工事

株式会社南開設備            城山１丁目１番１号 鎌田　満憲 226-1388 維持修繕工事

南九施設株式会社            山田町３３８３番地１ 有村　光子 265-6211 維持修繕工事

南國産業開発株式会社          吉野町６７６９番地 今村　校三 243-1121 維持修繕工事

ナンテック工業株式会社         和田一丁目４６番１４号 田中　洋一 266-5211 維持修繕工事

株式会社南電工             天保山町２２番２８号 畠田　実 254-3101 維持修繕工事

株式会社南防              紫原４丁目１９番１０号 原田　善章 252-0432 維持修繕工事

南友工業株式会社            玉里団地２丁目１７番５号 迫田　和八 220-0865 維持修繕工事

株式会社新留土木            中央町６番地３ 新留　司 251-1832 維持修繕工事

有限会社西建設             紫原６丁目３４番１０号 西　浩隆 255-5315 維持修繕工事

株式会社西田工務店           桜ヶ丘二丁目２５番地１２ 西田　雄一郎 264-1444 維持修繕工事

株式会社ニシムラ            田上７丁目９番２０号 西村　剛 282-9111 維持修繕工事

西村緑地造園有限会社          吉野町７０８２番地 西村　晋一 243-0229 維持修繕工事
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令和４年度　鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿　（維持修繕工事）
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西元北之園建設株式会社         真砂町８６番３号クリーンビル３０１ 坂元　勇二 250-5518 維持修繕工事

有限会社西緑地建設           吉野町７５３０番地１ 西　賢一 244-6315 維持修繕工事

株式会社日栄建設工業          川上町２２１８番地 有村　辰郎 243-1546 維持修繕工事

有限会社日昭浩建設           紫原５丁目７番１２号 小原　宜浩 257-5493 維持修繕工事

日新工業株式会社            田上６丁目８番１１号 山口　正人 251-2233 維持修繕工事

株式会社日拓              玉里団地１丁目３５番３号 松下　拓朗 220-4355 維持修繕工事

有限会社野口興業            吉野町４９３８番地４　 野口　洋平　 244-9055 維持修繕工事

ノジリ建設工業有限会社         川上町４２１５番地１ 中村　芳郎 243-8424 維持修繕工事

株式会社野添土木            持木町４０番地 野添　導博 221-2954 維持修繕工事

有限会社ノボリ建設           谷山中央２丁目５９２番地３－６２０ 昇　政文 814-7620 維持修繕工事

有限会社昇工業             岡之原町４４２番地８ 田中　昇 244-4202 維持修繕工事

株式会社橋三建設            伊敷１丁目６番３３号 緒方　敦江 220-5511 維持修繕工事

株式会社羽島建設            鴨池１丁目８番６号高山ビル１階 濱邉　正之 253-8802 維持修繕工事

有限会社橋和工務店           下福元町９１０７番地８ 橋元　基和 262-1127 維持修繕工事

株式会社ハダ工芸社           錦江町７番３０号 波田　幸弘 223-1181 維持修繕工事

有限会社畠中林業            犬迫町８８８９番地 畠中　太作 245-4188 維持修繕工事

葉月工業株式会社            本名町１２３５番地１ 原田　秀作 800-4621 維持修繕工事

八光工業株式会社            喜入中名町１０００番地２０ 大坪　直樹 099-345-1121 維持修繕工事

有限会社鳩宿土木            山田町２２９９番地 鳩宿　和徳 264-4633 維持修繕工事

馬場建設株式会社            桜ヶ丘３丁目６番地４ 馬塲　一綱 264-8555 維持修繕工事

株式会社ハマテックス          谷山港１丁目３番地３４ 濵園　誠 261-8400 維持修繕工事

有限会社原川組             平川町４０２４番地１ 原川　徳和　 261-2782 維持修繕工事

株式会社東野添建設           持木町６５０番地３ 永田　雄大 221-2233 維持修繕工事

有限会社光開発工業           錦江町１１番３３号 修行　義幸 224-3404 維持修繕工事

樋口建設株式会社            小野３丁目１３７１番地 米盛　昭人 220-5550 維持修繕工事

有限会社久冨建設            冷水町３番２号 久冨　克巳 805-1304 維持修繕工事

株式会社飛翔組             宇宿八丁目８番１３号 北上　忍 296-1897 維持修繕工事

株式会社美創産業            吉野町４３７３番地１ 六反田　真一 295-0786 維持修繕工事

株式会社平井工業            皇徳寺台３丁目５１番１号 平井　和弘 265-4655 維持修繕工事
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平床建設株式会社            広木２丁目２６番１１号 平床　淳 264-7186 維持修繕工事

有限会社宏中産業            坂之上６丁目６番５１号 東中村　敏行 261-1859 維持修繕工事

有限会社福里組             鹿児島県姶良市平松１０７３番地 福里　章 0995-67-2337 維持修繕工事

有限会社福村産業            小山田町６１番地 福村　照行 238-2100 維持修繕工事

福村石材工業株式会社          小山田町１０４７２番地 福村　秀人 238-2295 維持修繕工事

有限会社福元緑化園           川上町２０１０番地４ 福元　利之 244-2791 維持修繕工事

福森建設有限会社            吉野町１１０８２番地６ 福森　寛之 243-5371 維持修繕工事

株式会社藤田組             喜入町６１２１番地 藤田　正文 345-0562 維持修繕工事

有限会社藤田緑地造園          吉野町３０９５番地３４４ 藤田　哲郎 244-2989 維持修繕工事

株式会社フジトラスト          荒田２丁目５１番５号 藤田　政則 298-5952 維持修繕工事

株式会社二俣建設            春山町２１１９番地 二俣　忠志 278-1607 維持修繕工事

株式会社二葉園芸種苗          南栄６丁目２番地２９ 角田　幸大郎 260-2181 維持修繕工事

株式会社フタマタ開発          西伊敷７丁目３４番１２号 二俣　剛 228-5370 維持修繕工事

株式会社フタマタ技建          伊敷一丁目１２番３０号 二俣　真吾 228-9938 維持修繕工事

株式会社フチワ             春山町２０４８番地１－１０５ 渕脇　直樹 298-5976 維持修繕工事

株式会社フルカワ            石谷町２０５５番地４ 古川　仁 837-3651 維持修繕工事

株式会社古川組             谷山中央７丁目２８番２０号 花田　康隆 260-4811 維持修繕工事

有限会社古薗土木工業          犬迫町９７４３番地 東條　幸二 238-0159 維持修繕工事

有限会社フレーム工販          清和３丁目２番３６号 泊　俊昭 267-7144 維持修繕工事

株式会社プロテクター          春山町１４９９番地１１－２ 福添　雄大 230-7730 維持修繕工事

株式会社文化社             新栄町２２番２６号 土屋　妥九 256-0075 維持修繕工事

別府工務店株式会社           天保山町２３番１－９１６号 濵田　博隆 230-7672 維持修繕工事

株式会社宝地組             永吉２丁目１５番１号 松下　茂司 253-2348 維持修繕工事

外薗建設工業株式会社          鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５番地　 外薗　太一郎 0996-24-1313 維持修繕工事

ほんじょう建設株式会社         東佐多町１９２４番地３ 船脇　須奈夫 245-5170 維持修繕工事

株式会社マエコー            紫原３丁目７番１４号 前原　宏平 252-0552 維持修繕工事

前迫石材株式会社            谷山港２丁目５番地２１ 前迫　実 261-9000 維持修繕工事

株式会社前田造園            吉野町２２０５番地１０ 前田　孝夫 244-1000 維持修繕工事

株式会社前野興業　           春山町２５１０番地２ 前野　祐一　 099-297-5131 維持修繕工事
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前畠建設株式会社            坂之上４丁目２３番２０号 前畠　寛史 261-3737 維持修繕工事

株式会社前屋敷組            新栄町１番１５号 片平　徹也 255-6166 維持修繕工事

牧迫建設株式会社            小野１丁目１２番２号 牧迫　英敏 220-7148 維持修繕工事

マコト建設株式会社           坂之上７丁目８番３６号 濵田　誠 262-5901 維持修繕工事

有限会社馬込建設工業          直木町２８３１番地 馬込　國雄 278-3846 維持修繕工事

有限会社増田栄花園           川上町２３８６番地５ 増田　昇市 243-1684 維持修繕工事

株式会社増田組             自由ヶ丘１丁目３４番８号 増田　行弘 260-5470 維持修繕工事

増田緑地技建              牟礼岡２丁目３０番２０号 増田　末男 246-0533 維持修繕工事

有限会社益山土木            錦江台２丁目１１番１号 益山　浩 261-0239 維持修繕工事

株式会社松建              上荒田町１６－２７福永ビル１０１ 松﨑　博樹　 210-5097 維持修繕工事

株式会社松﨑土木            日置市東市来町長里１８１６番地１ 下野　美津子 099-274-2109 維持修繕工事

有限会社松博建設            谷山中央６丁目３９番１１号 松元　純博 268-0609 維持修繕工事

有限会社松元建設            東桜島町６７７番地 松元　勝起 221-2207 維持修繕工事

有限会社松山建設            広木２丁目１０番２０号 松山　健二郎 265-3717 維持修繕工事

株式会社丸栄建設            武岡２丁目９番地６ 今村　壮一 281-2515 維持修繕工事

有限会社丸翔工業            武１丁目４４番１７号 中村　祥二 214-7058 維持修繕工事

株式会社丸竹工業            東開町３番地８６ 竹下　宗一郎 267-3813 維持修繕工事

丸天建設株式会社            魚見町１４２番地８ 水口　竜成 267-2975 維持修繕工事

丸松建設株式会社            西坂元町６１番７号 福丸　浩 248-1688 維持修繕工事

有限会社マル勇建設           郡山岳町２９９３番地 鈴木　勇一 298-2977 維持修繕工事

三輝開発工業株式会社          光山２丁目２３番２１号 横山　正一 230-0880 維持修繕工事

株式会社水之浦緑樹園          吉野町９４４４番地 水之浦　大 243-0475 維持修繕工事

株式会社三純建設            鴨池１丁目２５番１号 三谷　貴夫 257-1881 維持修繕工事

三高建設株式会社            鹿児島県日置市伊集院町郡１丁目２７番地 米丸　伸也 272-4205 維持修繕工事

株式会社三竹工業            伊敷６丁目１２番３２号 竹下　嘉将 229-8111 維持修繕工事

株式会社三谷工業            吉野町５３４５番地１ 三谷　永吉 244-2448 維持修繕工事

有限会社道下土建            郡山町６３０７番地１ 鈴東　亨 298-2944 維持修繕工事

株式会社ミツバ建設           東開町８番地１－６Ｆ 山中　勝義 260-5655 維持修繕工事

南日本ライナー株式会社         田上６丁目２７番１５号 岡村　昭男 284-0567 維持修繕工事
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有限会社宮園建装            谷山中央一丁目４０８８番地 宮園　泰隆 268-2082 維持修繕工事

株式会社ミヤヒデ            姶良市平松４９４０番地 宮内　秀治 0995-67-1593 維持修繕工事

株式会社ＭＩＲＡＩ           山田町２５０２番地２ 平井　清也 275-3538 維持修繕工事

有限会社ムサシ建設工業         直木町４５３１番地２ 宮元　英美 278-1249 維持修繕工事

株式会社村岡建設            伊敷５丁目２０番１６号 村岡　澄隆 229-1100 維持修繕工事

株式会社村山組             桜島赤水町１４３１番地３ 假屋　薫 293-2996 維持修繕工事

有限会社村山建設工業          春山町２７３４番地１３ 村山　一行 204-9087 維持修繕工事

有限会社森重              吉野町５９４９番地１ 森重　道治 295-5566 維持修繕工事

有限会社森重花樹園           吉野町５９４９番地１ 森重　政信 243-1550 維持修繕工事

株式会社森薗建設            広木１丁目１５番２１号 森薗　康隆 265-1312 維持修繕工事

株式会社森田建設            宇宿６丁目１９番１号 森田　達朗 264-1313 維持修繕工事

株式会社森田総合土木          吉野二丁目２９番１８号 森田　繁美 243-7445 維持修繕工事

株式会社森山肇組            広木１丁目１５番３６号 八木　政文 265-1911 維持修繕工事

有限会社八重製作所           下福元町１８０９番地１ 上村　千尋 268-5512 維持修繕工事

株式会社ヤクヤクリサイクル       小野町３６１１番地２ 新留　次雄 282-8989 維持修繕工事

山方建設有限会社            直木町４１６５番地 山方　秀雄 278-5464 維持修繕工事

有限会社山崎工務店           武岡１丁目１１４番８号 山崎　善光 281-7546 維持修繕工事

有限会社山下造園設計          草牟田一丁目２２番３１号 山下　健太郎 223-0583 維持修繕工事

ヤマト産業有限会社           西陵六丁目３３番６号 有村　勝友 281-6040 維持修繕工事

株式会社山之内庭園           吉野町１０４９番地１ 山之内　隆夫 247-9165 維持修繕工事

有限会社山元総合緑化          吉野町８３２８番地 山元　親喜 243-4484 維持修繕工事

株式会社山理建設            草牟田２丁目４４番２号 山下　理 223-3897 維持修繕工事

株式会社友翔              宮之浦町７４５－４３ 坂上　淳一 248-9634 維持修繕工事

株式会社弓指建設            喜入町１５６番地１ 弓指　利明 345-1890 維持修繕工事

株式会社横瀬造園土木          川田町３２５番地１ 横瀨　博文 298-7711 維持修繕工事

株式会社ヨコハマ工販          伊敷台２丁目２５番１号 金城　敏 218-4033 維持修繕工事

吉住設備有限会社            玉里町９番２９号 吉住　一郎 223-3046 維持修繕工事

有限会社吉髙設備工業          千年１丁目１番１３号 古薗　伸子 229-5010 維持修繕工事

吉田造園工務株式会社          牟礼岡３丁目４７番１号 國生　高志 800-6375 維持修繕工事
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株式会社吉永土木            新栄町２０番７号 吉永　浩 253-0531 維持修繕工事

有限会社吉満愛建設           吉野町１１０３２番地２ 吉満　愛吉 243-9141 維持修繕工事

有限会社ヨシモト建設          吉野町５４３４番地６ 吉元　昭二 244-5636 維持修繕工事

株式会社吉屋組             吉野町５５５６番地１ 酒匂　千秋 243-2267 維持修繕工事

善八緑地開発株式会社          西別府町８２２番地４ 山口　善八 282-5911 維持修繕工事

株式会社リーチ開発           春日町７番１４号 前田　勝 248-1710 維持修繕工事

隆誠工業株式会社            魚見町１６３５番地５ 水口　幸子　 297-5656 維持修繕工事

株式会社隆生興産            花野光ヶ丘１丁目２８番１０号 清水　泰宏 228-1942 維持修繕工事

株式会社緑化太陽建設          新照院町６番５号 永吉　辰男 295-3788 維持修繕工事

ロードテック株式会社          上之園町２２番１４号 西水流　俊秀 254-5058 維持修繕工事

有限会社ロードビルズシステム      上福元町３５９０番地２ 内野　亮 297-4550 維持修繕工事

株式会社ロックフェイス         川上町３１４８番地３ 谷口　雄一郎 244-8518 維持修繕工事

株式会社鹿工設備            本城町１３１８番４ 佐藤　俊一 294-1130 維持修繕工事

有限会社若松緑化建設          南九州市知覧町塩屋１５１１２番地 若松　純一 0993-85-3645 維持修繕工事

株式会社若尊              天保山町１５番１２号 荒木　貞行 259-0175 維持修繕工事
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