
埼玉県耐震サポーター　耐震改修施工業者　登録名簿
団体名 一般社団法人埼玉県建設業協会

H25-B1-00002株式会社ユーディケー 関根　信次 330-8585 さいたま市浦和区岸町5丁目7番11号 048-829-2911Yasukawa-y@udk.co.jp安川　由郎 大臣 20771 ○ ○ 事例あり http://www.udk.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00003スミダ工業株式会社 半田　正一 330-0053 さいたま市浦和区前地3丁目14番12号048-882-0166satoru.sugimoto@sumida-kougyou.co.jp 杉本　悟 知事 422 ○ ○ 事例あり http://reform.sumida-kougyou.co.jp/taishin/ H25.6.1

H25-B1-00004株式会社佐伯工務店 安藤　嘉明 331-0823 さいたま市北区日進町1丁目319番地 048-665-4440eigyou@saeki-corp.co.jp安藤　幹朗 大臣 141 ○ ○ 事例あり http://www.saeki-corp.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00005株式会社吉田工務店 吉田　浩士 331-0052 さいたま市西区三橋6丁目152番10号 048-623-4711info@yoshida-kohmuten.co.jp 吉田　浩士 知事 384 ○ ○ 事例あり http://www.yoshida-kohmuten.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00006丸和工業株式会社 矢部　利人 364-0002 北本市宮内5丁目351番地 048-591-1131kitamoto@maruwa-kogyou.co.jp鎗田　光輝 知事 1441 ○ ○ 事例あり http://www.maruwa-kogyou.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00007平岩建設株式会社 平岩　敏和 359-1188 所沢市南住吉8番19号 04-2923-2221eigyou@hiraiwa.co.jp 赤坂　翔 大臣 3779 ○ ○ 事例あり http://www.hiraiwa.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00008中里建設株式会社 中里　昱夫 355-0014 東松山市松本町1丁目2番6号 0493-22-1211eigyo@nakazato-web.co.jp大野　祥一 知事 627 ○ ○ H25.6.1

H25-B1-00009伊田テクノス株式会社 伊田　登喜三郎 355-0014 東松山市松本町2丁目1番1号 0493-22-1170h-hozumi@idatechnos.co.jp 保泉　大樹 大臣 2231 ○ ○ 事例あり http://www.idatechnos.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00010守屋八潮建設株式会社 山口　浩人 358-0046 秩父市宮側町14番16号 0494-24-4611sale@yashio.com 新井　陽一 知事 3686 ○ ○ 事例あり http://www.yshio.com/ H25.6.1

H25-B1-00011横尾建設株式会社 横尾　巧 367-0061 本庄市小島6丁目11番67号 0495-21-1212soumu@yokoo-ke.co.jp 清水　克浩 大臣 2137 ○ ○ 事例あり http://www.yokoo-ke.co.jp/ H25.6.1

H25-B1-00012斎藤工業株式会社 斎藤　恵介 330-0074 さいたま市浦和区北浦和3丁目6番5号048-833-1555info@saitokogyo.co.jp清水　伸一 大臣 1029 ○ ○ 事例あり http://www.saitokogyo.co.jp H25.9.1

H25-B1-00013大野建設株式会社 大野　年司 361-0056 行田市持田3丁目4番3号 048-553-0100oonoweb@oono.gr.jp星　正和 知事 66134 ○ ○ 事例あり http://www.oono.gr.jp/ H25.9.1

H25-B1-00014小川工業株式会社 小川　貢三郎 361-0022 行田市桜町1丁目5番16号 048-554-4111j_okano@ogawa-k.co.jp岡野　純一郎 大臣 11107 ○ ○ 事例あり http://www.ogawa-k.co.jp H25.9.1

H25-B1-00015株式会社田中工務店 田中　一成 330-0061 さいたま市浦和区常盤10丁目16番23号048-831-5725otuka@tanaka-koumuten.co.jp大塚　巌 知事 1256 ○ ○ 事例あり http://www.tanaka-koumuten.co.jp H25.10.1

H25-B1-00016株式会社松永建設 松永　大祐 339-0043 さいたま市岩槻区城南5丁目6番6号 048-798-1751hid@matsunaga.gr.jp山田　英夫 大臣 11812 ○ ○ 事例あり http://www.matsunaga.gr.jp H25.10.1

H25-B1-00017寄居建設株式会社 髙田　徹 369-1203 大里郡寄居町大字寄居266番地1 048-581-1211eigyo@yorii-kensetsu.co.jp東　奈津喜 大臣 21820 ○ ○ 事例あり http://www.yorii-kensetsu.co.jp H26.1.6

H25-B1-00018吉沢建設株式会社 吉沢　誠十 358-0002 入間市東町1-1-3 04-2964-6221ykensetu@mb.infoweb.ne.jp鮎ヶ瀬　茂 知事 3663 ○ ○ 事例あり http://www.y-com.co.jp/ H26.2.1

H26-B1-00019岩堀建設工業株式会社 岩堀　和久 350-0041 川越市六軒町1丁目3番地10 049-225-5111nishikigis@iwahori.co.jp錦木　敏 大臣 697 ○ ○ 事例あり http://www.iwahori.co.jp/ H26.4.1

H26-B1-00020株式会社カタヤマ 片山　雄一郎 338-0832 さいたま市桜区西堀8丁目21番35号 048-852-5000hiraishi@katayama5000.co.jp平石　博幸 知事 65580 ○ ○ 事例あり http://www.katayama5000.co.jp/ H26.6.1

H26-B1-00021竹並建設株式会社 竹並　達也 367-0035 本庄市西富田303番地1号 0495-21-2001TAKENAMI＠takenami.co.jp小野田　祐輔 大臣 1388 ○ ○ 事例あり http://www.takenami.co.jp/ H26.7.1
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