
TEL　086-252-2338

FAX　086-252-0273

Mail　info@okayamakenro.or.jp

岡山県建設労働組合

【応急修理登録組合員名簿】



片岡　慎太郎 畳工 片岡屋畳店 704-8191 岡山市東区金岡東町3-4-35 086-948-3049
岡﨑　正仁 大工 山陽ホームサービス 704-8137 岡山市東区乙子790 086-946-0077
安原　栄次 塗装工 ㈲塗装工房 710-0261 倉敷市船穂町船穂９３５－７ 086-552-9086
槇枝　亨 大工 槇枝建設 706-0021 玉野市和田3-30-11 0863-81-6481
佐田　時信 建具・家具 ㈱佐田建美 719-3115 真庭市中７０５ 0867-52-7817
江草　守 板金工 江草板金工業㈲ 715-0019 井原市井原町３０－１ 0866-62-2859
皷　浩二 石工 ㈲皷石材店 715-0022 井原市下出部町１－５－３ 0866-67-0915
中山　耕造 大工 栄光住宅㈲ 715-0025 井原市笹賀町１７８９－３ 0866-67-2547
川上　香 大工 715-0006 井原市西江原町９４３－４　 0866-75-4107
西田　久志 大工 ㈲西田工務店 715-0012 井原市青野町１９７７ 0866-62-4555
高原　弘幸 大工 ㈲高原住建 715-0023 井原市大江町１９１４－４ 0866-67-0065
妹尾　朋弘 大工 妹尾建設 714-2111 井原市芳井町吉井1-4 0866-72-1846
三宅　秀治 左官 左官業三宅秀治 714-2111 井原市芳井町吉井1557 0866-72-0345
浅田　敏夫 大工 ㈲浅田ハウス 715-0004 井原市木之子町５４７１ 0866-62-8981
白籏　直樹 大工 707-0504 英田郡西粟倉村長尾１０３９　 0868-79-2618
葛原　宏治 板金工 葛原板金 702-8004 岡山市中区江並３０５－１２ 086-274-3131
清水　英夫 畳工 清水畳店 702-8004 岡山市中区江並75-24 086-277-0873
堀本　正也 板金工 堀本板金 703-8203 岡山市中区国府市場415-9 086-275-1553
江本　三男 鉄骨工 703-8285 岡山市中区桜橋2-2-1 086-272-9341
浜砂　福一 大工 703-8243 岡山市中区清水451-6 086-271-1492
茂﨑　一 大工 建築工房やはらぎ㈲ 703-8223 岡山市中区長利378-1 086-278-5097
徳永　榮樹 配管工 徳永設備 702-8006 岡山市中区藤崎６６５－７ 086-276-4259
小西　巧 大工 小西建築 703-8282 岡山市中区平井5-2-23 086-273-2621
小坂田　慎吾 左官 ㈱小坂田工業 709-0607 岡山市東区浦間１２１４－１ 086-297-0057
田淵　豊 大工 田淵建築 704-8175 岡山市東区益野町５７３番地１　 086-943-0463
本田　善隆 大工 本田建築 704-8173 岡山市東区可知5丁目39 086-942-6558
淵本　明人 塗装工 ㈲渕本塗装 704-8103 岡山市東区河本町８３－８ 086-943-7759
山名　卓巳 大工 ㈲山名建設 704-8102 岡山市東区久保７５５ 086-942-4136
藤本　博 エクステリア 藤本工業 704-8193 岡山市東区金岡西町1178-2 086-948-5576
中井　健 外装仕上 中井外装 704-8193 岡山市東区金岡西町６０８－４ 086-942-4019
安井　義久 大工 704-8196 岡山市東区金田1550 086-948-2400
坂本　留男 配管工 坂本設備 704-8196 岡山市東区金田1731 086-948-4387
友定　誠 配電工 友定電工 704-8196 岡山市東区金田690-5 086-948-2903
平井　一一 大工 平井建設 704-8161 岡山市東区九蟠３３５－１ 086-948-2470
吾妻　康広 大工 吾妻建設 704-8161 岡山市東区九蟠７５５－３　 086-948-4525
湯淺　達也 エクステリア 704-8164 岡山市東区光津６７０－１ 086-206-2230
岡嶋　進 大工 岡嶋建築 704-8149 岡山市東区幸地崎町１５１０ 086-946-8489
山本　憲作 大工 山本技建 704-8149 岡山市東区幸地崎町388 086-946-8903
小橋　茂 大工 小橋建築 704-8182 岡山市東区広谷458-5 086-943-0597
赤木　和敏 配電工 ㈱赤電工 704-8182 岡山市東区広谷４６９－９ 086-942-3945
荒木　力男 大工 明宝工務店 703-8216 岡山市東区宍甘５５－５ 086-279-2959
大森　徳春 住宅設備 ㈱大森設備 704-8174 岡山市東区松新町６７０－４ 086-206-1072
定本　修 大工 704-8148 岡山市東区水門町796 086-946-8366
山本　茂生 大工 山本建築 709-0853 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘1-2-56 086-952-3018
梶岡　正秀 大工 709-0856 岡山市東区瀬戸町下381-3 086-952-4552
高取　知義 内装工 インテリア髙装 709-0841 岡山市東区瀬戸町万富３９５－７　 086-953-0017
梅川　基 サイディング ㈱ＨＵＷＡ 709-0841 岡山市東区瀬戸町万富９００－１０ 0869-53-0068
岡本　純 配電工 ㈱岡本電気 704-8165 岡山市東区政津５３７－１ 086-948-4898
原本　薫 大工 原本建築士事務所 704-8165 岡山市東区政津959-5 086-948-2783
岡崎　起夫 大工 ㈲岡崎技建 704-8147 岡山市東区正儀２５９９－８ 086-946-0887

郵便番号 事業所住所 事業所電話番号氏　名 職種 事業所名



安東　富士雄 大工 704-8183 岡山市東区西大寺松崎２４８－１２１086-943-5248
次田　勉 大工 710-8112 岡山市東区西大寺上2-4-70 086-943-8283
次田　直樹 大工 710-8112 岡山市東区西大寺上2-4-70 086-943-8283
山田　学 空調 山田空調サービス 704-8127 岡山市東区西大寺新１－３ 086-942-7724
金子　淳一 塗装工 マイティコーポレイション塗装屋 704-8127 岡山市東区西大寺新３７－６ 086-944-0174
大島　重昭 大工 大島建築 704-8125 岡山市東区西大寺川口１７６－３ 086-943-6090
大島　功次 大工 大島建築 704-8125 岡山市東区西大寺川口１７６－３ 086-943-6090
小野　修一 空調 SHU-TEC 704-8116 岡山市東区西大寺中2-13-13 086-943-5144
小林　宗祐 板金工 小林板金 704-8116 岡山市東区西大寺中2-5-11 086-942-3533
冨本　芳人 配管工 ＴＭ設備 704-8191 岡山市東区西大寺中野14-15 086-943-7022
横山　勝幸 配電工 704-8191 岡山市東区西大寺中野24-6 086-943-0817
岩﨑　宗徳 大工 岩﨑建設 704-8191 岡山市東区西大寺中野521-45 086-943-6428
桐本　昌幸 ハツリ工 陽永工業 704-8155 岡山市東区西片岡３７－２ 086-947-1159
熊本　竹己 大工 703-8214 岡山市東区鉄273-42 086-278-7108
石水　俊之 配管工 穝設備 709-0631 岡山市東区東平島1175-34 086-297-6955
石水　伸一 配管工 709-0631 岡山市東区東平島１１７５－３４ 086-297-6955
遠藤　伸二 大工 ㈲遠藤建工 709-0631 岡山市東区東平島１４６０－６ 086-297-4139
小坂田　米泰 板金工 ㈱阿曽板金 709-0611 岡山市東区楢原４５５－１ 086-297-6463
豊田　大高 配電工 ㈱ユタカ電気商会 704-8152 岡山市東区宝伝３２９４ 086-947-0419
豊田　堅治 配電工 704-8152 岡山市東区宝伝３２９４ 086-947-0419
次田　尚生 大工 伊津木建設㈲ 704-8132 岡山市東区邑久郷1624 086-946-8427
長綱　光夫 大工 長綱建設㈲ 702-8024 岡山市南区浦安南町１５１－７ 086-264-0797
宮崎　正己 タイル工 702-8026 岡山市南区浦安本町51-1-4 090-3377-0712
難波　治 大工 ㈲ナニワ建設 702-8014 岡山市南区宮浦１３３５－８ 086-267-3885
赤井　誠 大工 702-8011 岡山市南区郡135-23 086-267-2506
奥山　準二 大工 702-8011 岡山市南区郡1401 086-267-3546
小谷　勝美 大工 小谷工務店 702-8011 岡山市南区郡３００４－６９ 086-267-3682
藤原　実 大工 藤原工務店 702-8011 岡山市南区郡３１１ 086-267-2119
三宅　博文 タイル工 三宅タイル商会 702-8011 岡山市南区郡926-33 086-267-3167
桂　大策 配管工 ㈱桂管工 701-0202 岡山市南区山田２０７－５ 086-281-7679
小林　亘 畳工 コバヤシ商工 701-0202 岡山市南区山田279 086-282-1766
大前　進 左官 709-1216 岡山市南区宗津1398 08636-2-0615
倉本　武 大工 倉本建設 710-0151 岡山市南区植松５０７－５ 086-485-4146
是近　友則 配電工 是近電工 700-0945 岡山市南区新保1606-2 086-250-8201
後藤　高男 大工 高徳建設㈱ 701-0215 岡山市南区西畦１９０－１０ 086-428-2382
山本　玉雄 大工 709-1203 岡山市南区西紅陽台３－１－７８ 08636-2-4165
矢田　昇 左官 709-1204 岡山市南区西高崎38-48 08636-2-5802
山本　敦 大工 709-1204 岡山市南区西高崎42-61 08636-2-7511
八田　博昭 大工 ㈲八田工務店 709-1204 岡山市南区西高崎５２番地２９　 08636-2-1187
廣金　大輔 配管工 廣金設備工業 709-1204 岡山市南区西高崎67-19 086-362-1141
杉山　裕則 塗装工 杉山塗装 709-1202 岡山市南区西七区684-3 08636-2-4360
吉本　英昭 大工 吉本建設 701-0204 岡山市南区大福１４０－２ 086-281-3066
森　呈一 大工 ㈱森材木店 709-1211 岡山市南区追川112 086-362-0041
米原　勉 大工 ㈱米原建築 701-0211 岡山市南区東畦２４１－２２ 086-282-0695
川﨑　郷亮 防水工 川﨑工業 701-0211 岡山市南区東畦５９９ 090-48944646
川原　君雄 エクステリア オンシャッター 701-0211 岡山市南区東畦７４５－８ 086-281-8850
平田　修 塗装工 烏城塗装工業㈱ 701-0211 岡山市南区東畦７７－２ 086-281-5672
千田　実 塗装工 西日本塗研㈱ 701-0211 岡山市南区東畦７７－７ 086-296-3935
岡本　伯光 大工 ㈲伯梁建設 701-0211 岡山市南区東畦８０８－５ 086-281-1422
上杉　信明 配管工 上杉工業 701-0221 岡山市南区東畦８１１－２６ 086-282-6365
山下　昇五郎 左官 ㈱山左 701-0221 岡山市南区藤田２８６－１２ 086-239-8817
髙坂　裕一 ハツリ工 ㈱Ｋ・Ｋ開発 701-0221 岡山市南区藤田６０９－１０ 086-250-4405
藤本　誠 大工 ㈱エムツー 701-0221 岡山市南区藤田６４７－１０３　１０２号086-259-2334



桂　秋夫 内装工 桂建装 701-0221 岡山市南区藤田705-7 086-238-0311
藤原　義光 配電工 藤原電気 702-8023 岡山市南区南輝２－５－５－４ 086-264-7844
三宅　主税 大工 ㈲三宅工務店 709-1213 岡山市南区彦崎２２１９－１ 08636-2-2295
福森　雅実 造園工 福森造園 709-1213 岡山市南区彦崎３０８９ 08636-2-1463
今井　勝弘 サッシ工 今井建創 709-1213 岡山市南区彦崎３２００－１３７ 08636-2-0477
西山　博之 大工 700-0845 岡山市南区浜野3丁目20-41-3 086-264-5677
佐々木　功 配電工 日本電波サービス 702-8021 岡山市南区福田1015-19 050-3424-6708
髙田　幸一 サッシ工 髙田サッシ 702-8021 岡山市南区福田1022-1-205 086-262-6990
山下　修二 大工 山住建設㈲ 700-0954 岡山市南区米倉１１６－３ 086-241-0837
逢坂　修世 大工 700-0954 岡山市南区米倉3-1カーサバルガB102号086-245-5038
大西　満 塗装工 カナエ塗装店 709-1215 岡山市南区片岡1353-1 086-362-5158
清迫　俊明 大工 700-0853 岡山市南区豊浜8-44 086-263-5102
市川　均 大工 702-8013 岡山市南区飽浦1540-1 086-267-3709
神﨑　清 大工 神﨑建設 702-8012 岡山市南区北浦424-1 086-267-2454
中山　孝 塗装工 中山防水工業所 701-0205 岡山市南区妹尾1634 086-282-4649
鎌田　直行 大工 鎌田工務店 701-0205 岡山市南区妹尾336 086-282-2717
淺本　弘道 大工 アサモト建築 701-0205 岡山市南区妹尾３３８１－５　 086-282-1257
福島　政美 大工 701-0205 岡山市南区妹尾3419-3　A-103 090-7379-0061
松岡　茂和 防水工 ㈲パインテック 700-0933 岡山市北区奥田１－９－５ 086-206-3227
二宮　行宏 畳工 二宮畳店 701-1145 岡山市北区横井上1535-2 086-294-2107
福井　喜美 大工 709-2121 岡山市北区御津宇垣1761-3 086-724-2941
田村　悦雄 大工 田村建築 709-2121 岡山市北区御津宇垣１８２８－１ 0867-24-1089
北山　紀明 大工 709-2121 岡山市北区御津宇垣910 086-724-1177
國田　正夫 大工 ㈲國田建築 709-2117 岡山市北区御津野々口１５４７ 0867-24-0877
和気　強 大工 和気一級建築士事務所 700-0903 岡山市北区幸町4-20 086-231-4978
前田　敦 配電工 ㈱ＭＡＩＬクリエーション 700-0806 岡山市北区広瀬町１５－３０ 086-801-0233
重實　廣美 大工 重実建設 701-1134 岡山市北区三和１６１２ 086-294-5285
重實　聡明 大工 701-1134 岡山市北区三和1612 086-294-5285
芳賀　敏光 大工 ㈲芳賀組 701-1465 岡山市北区上土田６３－３ 086-295-2136
末廣　賢一 大工 末広建築 701-1141 岡山市北区菅野１３８２－２ 086-294-2957
西平　泰士 配管工 ニシヒラ設備 700-0976 岡山市北区辰巳２７－１０２－３０１ 086-244-0691
松原　克時 配電工 エムズテクノ 700-0976 岡山市北区辰巳33-103-202 086-245-3549
山下　正勝 大工 山下工務店 700-0804 岡山市北区中井町１－４－１８ 086-224-1869
井上　修一 大工 井上建築 701-1152 岡山市北区津高２０７－２１ 086-251-0101
有森　賢治 大工 ㈲有森建創 701-1152 岡山市北区津高６９９ 086-255-9450
海野　智康 配電工 ウミノ電気 700-0014 岡山市北区津倉町2丁目9-5 086-898-1012
杉本　清吾 大工 杉本住宅 701-1154 岡山市北区田益１４９５－５ 086-294-4288
杉本　謹吾 大工 杉本建築 701-1154 岡山市北区田益1495-7 086-294-4270
平松　慎吾 防水工 ㈱ヒラックＰ．Ｓ 700-0951 岡山市北区田中１７７－１３３ 086-259-5933
古山　喜行 サッシ工 ㈱イサム商会 701-0141 岡山市北区白石東新町７－１０２ 086-252-2426
杉本　隆紀 大工 杉本建設 701-1153 岡山市北区富原３４２１－２０ 086-253-7940
平賀　直行 大工 ㈲ひまわり建築工房 700-0952 岡山市北区平田110-117 086-243-5400
沖　義実 大工 ㈲オキケンホ－ム 701-0151 岡山市北区平野１６３－４ 086-293-0931
髙島　広信 大工 ホームメイク髙島 701-0151 岡山市北区平野６５１－７３ 086-293-4615
妹尾　勝是 大工 妹尾建築 700-0073 岡山市北区万成西町１６－９ 086-254-0205
藤原　秀樹 畳工 藤原たたみ店 700-0815 岡山市北区野田屋町2-10-3 086-223-6458
伊賀　信男 大工 伊賀建設 709-2331 加賀郡吉備中央町下加茂２１３２－２0867-34-1338
石坂　昌弘 大工 いしざか工務店 709-2344 加賀郡吉備中央町上野１７７４ 0867-34-0282
松久　幹義 大工 松久建築 716-1122 加賀郡吉備中央町竹荘９６６ 0866-54-1222
髙岡　哲雄 大工 高岡建築 709-2553 加賀郡吉備中央町富永１４３２－１ 0867-35-0067
藤原　誠 型枠工 ㈲藤原組 714-0081 笠岡市笠岡５４１６ 0865-63-4587
室田　治彦 設計士 室田建設㈱ 714-0011 笠岡市吉田４３５－２ 0865-65-2078
東川　直子 配管工 ㈱イズミ設備 714-0074 笠岡市吉浜１００４－１ 0865-66-3933



河上　昇 大工 河上住建 714-0002 笠岡市甲弩１０３７ 0865-65-0920
中村　勝美 建設営業 ㈲中村建設 714-0094 笠岡市七番町１－２４ 0865-62-3948
樫本　榮太郎 軽天仕上 樫本建装 714-0065 笠岡市城見台２－４ 0865-66-1353
星原　義一 大工 星原住設 714-0044 笠岡市神島３９０８－２ 0865-67-4198
川相　慎純 鳶工 ㈱ダーチャンカンパニー 714-0044 笠岡市神島４２５３番地１　 0865-69-7373
松浦　学 大工 松浦ホーム 714-0061 笠岡市大宜４０９ 0865-66-5071
髙橋　一秀 大工 ㈲高橋工務店 714-0081 笠岡市中央町５－１４ 0865-62-3884
延原　勉 板金工 延原工業 709-3717 久米郡美咲町原田３８８９－２ 0868-66-2782
松岡　親佐 大工 松岡建築 709-3707 久米郡美咲町打穴西１８４－１ 0868-66-0740
青山　清美 型枠工 青山組 709-3632 久米南町山手1087 086-728-3690
原　章倫 大工 原製材住宅サービス 708-0344 鏡野町原768 0868-54-2540
立圓　修 配電工 立圓電気工事 708-0333 鏡野町古川875-1 0868-54-4123
石原　剛丙 配管工 石原設備テクノサービス 708-0317 鏡野町土居1245-2 0868-54-2734
沖本　義光 左官 沖本左官工業 706-0302 玉野市下山坂1750 0863-66-5665
尾﨑　敦 大工 尾崎建設 706-0001 玉野市玉原３－１０－２ 0863-32-1607
山中　正道 タイル工 山中タイル 706-0315 玉野市後閑1663-1 0863-41-2549
藤原　数美 大工 ㈲藤原数美建設 706-0317 玉野市大藪２９２ 0863-21-4158
藤原　健一 大工 ㈲藤原数美建設 706-0317 玉野市大藪２９２ 0863-21-4158
岡本　英司 屋根工 ㈱Sunエネルギー 706-0151 玉野市長尾761-8 0863-33-3708
長尾　和典 配電工 ㈱Sunエネルギー 706-0151 玉野市長尾761-8 0863-33-3708
相楽　洋介 配管工 サガラ総合設備 706-0141 玉野市槌ヶ原2918-3 0863-71-3729
長崎　衛 配管工 瀬戸内住設 706-0134 玉野市東高崎２６－３７ 080-429-3966
辰野　利勝 大工 ㈲辰野建設 706-0027 玉野市日比４－３－１１ 0863-81-2037
橘　秀俊 大工 橘建築 706-0142 玉野市迫間１８３２－１ 0863-31-7590
松下　幸夫 大工 松下建設 706-0142 玉野市迫間2127-3 0863-71-1326
藤原　実 大工 藤原工務店 706-0223 玉野市八浜町波知2345-1 0863-51-1677
前田　佳夫 大工 ㈲前田住建 706-0221 玉野市八浜町八浜８６３ 0863-51-1139
藤原　正司 大工 藤原工務店 706-0304 玉野市番田2839 0863-66-5922
下見　和伸 大工 ㈱シモミ建設 706-0132 玉野市用吉１１１３－８ 0863-71-6808
高田　保穂 大工 高田工務店 719-2234 高梁市宇治町本郷320-2 0866-29-2462
川上　龍太郎 サッシ工 川上商会 716-0007 高梁市奥万田町3618 0866-22-5384
加藤　浩之 大工 カトウ建設 716-1311 高梁市巨瀬町２０２４－２ 0866-25-0721
丸橋　宏文 大工 丸橋工務店㈲ 716-0052 高梁市玉川町玉１４０２－３ 0866-22-4247
伊達　均 大工 伊達工務店 716-0003 高梁市高倉町大瀬八長２１６０ 0866-22-4073
渡邉　日出治 大工 渡辺建設 719-2122 高梁市高倉町田井４１６３ 0866-26-0495
東　利雄 大工 東建設 716-0066 高梁市松原町松岡３４６３ 0866-26-0914
福場　明夫 建具工 福場木工所 716-0012 高梁市新町１８ 0866-22-3289
長尾　吉夫 大工 長尾建築 716-0121 高梁市成羽町成羽２４５６ 0866-42-2479
松田　和則 建具工 松田建具製作所 716-0335 高梁市成羽町布寄１１２ 0866-45-2531
森下　一臣 配管工 ㈲森下設備 716-0037 高梁市正宗町１９５８－１ 0866-22-2512
山室　幸造 大工 山室建築 716-0207 高梁市川上町仁賀２０３１ 0866-48-2673
吉村　豊 左官 吉村左官 716-0201 高梁市川上町地頭2160-2 0866-48-2130
大塚　清志 建具工 大塚建具店 716-0204 高梁市川上町領家２６６－１　 0866-48-2578
藤井　信夫 配電工 フジイ電工 719-2121 高梁市川面町2163-4 0866-26-1283
松森　雅司 大工 松森工務店 719-2121 高梁市川面町７４５ 0866-26-0580
尾崎　則夫 板金工 ㈲尾崎工業所 716-0023 高梁市鍛冶町１０９ 0866-22-2246
中村　宏史 畳工 中村畳工業㈲ 716-0023 高梁市鍛冶町１１９ 0866-22-2038
真壁　創 大工 真壁組 716-0045 高梁市中原町1424-1 0866-22-4812
西川　英治 板金工 西川工業㈲ 716-0033 高梁市南町１８３ 0866-22-7615
赤木　幹雄 大工 天竺建設 716-0321 高梁市備中町東油野２０５３ 0866-45-3576
原田　直樹 大工 大黒屋工務店 716-0304 高梁市備中町布賀１５５１ 0866-45-3325
江草　光政 大工 円二建設 716-0311 高梁市備中町平川３００４ 0866-45-3731
三吉　輝市 大工 716-0304 高梁市布賀2777 0866-45-3149



倉野　三春 土工 倉野工務店 716-1321 高梁市有漢町有漢２８ 0866-57-2926
森本　美明 配電工 明光社 716-0062 高梁市落合町近似１０２ 0866-22-4570
横山　章 左官 ㈲横山工業所 716-0064 高梁市落合町福地１２４１ 0866-42-3817
江見　伸也 大工 709-4316 勝央町勝間田316-2 0868-38-6004
橋本　晴夫 大工 709-4332 勝央町植月東2085-18 0868-38-5772
廣幡　博 左官 709-4301 勝田郡勝央町下町川９６６ 0868-38-2261
野口　賢一 エクステリア トータルエクステリア野口 709-4316 勝田郡勝央町勝間田２８－１６　 0868-38-1674
立間　利幸 左官 タツマ工業 714-1227 小田郡矢掛町小田５４ 0866-84-8957
鳥越　孝人 大工 ㈲鳥越工務店 714-1202 小田郡矢掛町小林１４－１ 0866-82-0091
古角　良彰 大工 ㈲古角工務店 714-1203 小田郡矢掛町上高末３０４５－１ 0866-82-3074
井上　宗一 ブロック工 井上ブロック工業㈱ 714-1222 小田郡矢掛町西川面２６１－１ 0866-82-1740
末永　良弘 大工 末永建設 714-1225 小田郡矢掛町浅海１１８３－５ 0866-82-3332
川光　義和 型枠工 ㈱伸興工業 714-1211 小田郡矢掛町東三成２０３５ 0866-82-0160
神田　直幸 大工 神田工務店 714-1214 小田郡矢掛町南山田２５７－２ 0866-83-1369
藤原　優 大工 ㈲藤原工務店 714-1201 小田郡矢掛町矢掛２０４５ 0866-82-0480
杉本　一夫 大工 ㈲杉本住建 718-0016 新見市金谷1009-2 0867-72-2822
林　泰生 建具工 林木工所 718-0003 新見市高尾2341-1 0867-72-1058
船越　米男 大工 船越建築 718-0001 新見市上熊谷３５４３－１ 0867-78-1549
三村　謙次 内装工 オフィス・タカノ 718-0011 新見市新見103-1 0867-72-0810
上田　浩一 大工 ㈲上田建築工房 718-0011 新見市新見２００ 0867-72-3185
上田　義徳 大工 ㈲上田建築工房 718-0011 新見市新見２００ 0867-72-3185
黒田　一男 左官 黒田工業 718-0011 新見市新見2215 0867-72-5800
川上　正哲 板金工 川上板金工業所 718-0011 新見市新見799 0867-72-0160
西川　照雄 大工 ウエスト．リヴァーログホームズ 719-3612 新見市神郷油野２３２４ 090-16880425
大谷　國治 大工 大谷工務店㈱ 718-0013 新見市正田380-1 0867-72-0380
竹平　英夫 大工 竹平建築所 719-3503 新見市大佐小阪部２４６５－４ 0867-98-2921
逸見　孝明 配電工 哲多電業 718-0303 新見市哲多町本郷242 0867-96-2891
髙野　義信 大工 ㈲高野建設 716-1421 真庭市下中津井１５０４ 0866-52-2048
太田　義昭 大工 太田建築 719-3156 真庭市関８８１－２ 0867-54-0651
牧　誉人 大工 牧建設 719-3201 真庭市久世97-2 0867-42-3714
森岡　裕之 大工 建築工房森岡 719-3153 真庭市栗原1052-1 0867-54-0153
谷口　清 大工 谷口建築 719-3155 真庭市月田１３６３－３ 0867-44-5450
杉本　光弘 大工 杉本建築 719-3154 真庭市佐引３４ 0867-54-0771
杉井　有治 大工 杉井建工 719-3212 真庭市三阪９２３－１ 0867-42-3503
太田　勇 大工 太田工務店 717-0741 真庭市若代１２５２ 0867-46-2176
池田　邦一 大工 池田建設 719-3121 真庭市上河内１００６－１ 0867-55-7031
廣　進 配電工 ヒロ電気工事 719-3121 真庭市上河内１０３１ 0867-55-2391
池田　禎 配管工 池田配管 719-3121 真庭市上河内３４７４ 0867-55-2068
本多　寿 大工 本多工芸 716-1141 真庭市上水田2628-1 0866-52-3927
梶田　繁美 配管工 梶田設備 716-1411 真庭市上水田３８２９ 0866-52-4531
脇田　清春 左官 716-1411 真庭市上水田3926 0866-52-2748
西谷　邦之 大工 西谷工務店 716-1411 真庭市上水田4957 0866-52-3569
植田　修好 大工 植田建築 717-0027 真庭市神代１４９０－２ 0867-44-4376
重藤　保 大工 重藤建設 717-0027 真庭市神代２５３１ 0868-28-5027
西本　光男 大工 ㈲西本建設 719-3204 真庭市惣４９－１ 0867-42-1318
國本　学 大工 ㈲国本工務店 719-3202 真庭市中島３５２ 0867-42-0592
太田　今男 配電工 太田電気工事 719-3132 真庭市田原山上192-1 0867-52-2250
山谷　弘通 大工 山谷工務店 717-0422 真庭市藤森６３３　 0867-65-2226
二若　修 配電工 ㈲フタワカ電気工事 717-0504 真庭市蒜山下福田263 0867-66-2301
小椋　正教 大工 ㈲小椋工務店 717-0513 真庭市蒜山下和1216-1 0867-67-2559
中村　太志 配電工 ㈲中村電気設備 717-0513 真庭市蒜山下和１４０９ 0867-67-2151
石藤　隆司 配電工 石藤電気 719-3224 真庭市目木169-1 0867-42-4522
木浦　弘二 左官 ㈲木浦工業所 719-3144 真庭市落合垂水１０７８ 0867-52-0398



内藤　国光 造園工 ひまわり造園 701-4303 瀬戸内市牛窓町鹿忍３５７８ 0869-34-5596
吉田　光博 配電工 ヒカリ電気通信 701-4303 瀬戸内市牛窓町鹿忍7319-3 0869-34-2935
岡　一男 鉄骨工 ㈱岡熔接所 701-4303 瀬戸内市牛窓町鹿忍７８３－２６ 0869-34-2431
湯浅　敏彦 大工 ユアサ建築 701-4273 瀬戸内市長船町磯上279-3 0869-26-4653
今吉　博幸 大工 ㈲今吉工務店 701-4273 瀬戸内市長船町磯上３３４３－１ 0869-26-4755
福田　幸介 大工 福田工務店 701-4276 瀬戸内市長船町服部1568-2 0869-26-4741
前田　厚 大工 701-4276 瀬戸内市長船町服部８３０ 0869-26-2307
土江　勲 建築美装 ㈱ステップ愛 701-4275 瀬戸内市長船町福里１３７－１４ 0869-26-6845
今井　博 配電工 河野電気工事㈲ 701-4246 瀬戸内市邑久町山田庄386-5 0869-22-3131
金塚　孝司 大工 701-4211 瀬戸内市邑久町庄田１３１７ 0869-25-0822
古川　征彦 屋根工 ㈱古川瓦 701-4252 瀬戸内市邑久町上笠加２３０－１ 0869-22-3783
舛本　誠也 配電工 ますもと電気工事 701-4212 瀬戸内市邑久町尻海105-2 0869-22-3315
太田　賢吉 鉄骨工 大冨鉄工所 701-4234 瀬戸内市邑久町大富６２９ 086-942-3043
藤原　由王 大工 701-4223 瀬戸内市邑久町豊原308 0869-22-1194
時岡　祐輔 大工 時岡建築 701-4223 瀬戸内市邑久町豊原６８０－５ 090-48983801
塩田　健栄 設計士 塩田施工図設計事務所 701-4232 瀬戸内市邑久町北島1401-4 086-943-2512
藤本　美正 大工 ㈲フジモト建築 701-4232 瀬戸内市邑久町北島242-6 0869-22-3938
渡邊　軍二 配電工 ワタナベ設備 701-4323 瀬戸内市邑久町北島436-1 086-943-9600
小椋　多久美 大工 707-0504 西粟倉村長尾1579 0868-79-2578
元宗　克彰 建具工 ㈲元宗建具 709-0816 赤磐市下市113 086-955-1722
遠藤　眞弘 配電工 ㈲遠藤電気工事 709-0712 赤磐市吉原８２９ 086-995-0729
竹原　魁 鉄骨工 竹原鉄工所 701-2521 赤磐市黒本102-2 086-954-0552
荒島　光雄 左官 荒島左官工業 701-2521 赤磐市黒本1101 086-954-0800
戸田　善巳 配管工 701-2521 赤磐市黒本３ 086-954-1344
大月　真吾 配電工 ㈲大月電気 709-0802 赤磐市桜が丘西1-10-2 086-955-1337
土居　司 配管工 ㈲司工業 709-0802 赤磐市桜が丘西１－４４－５ 0869-55-6485
柴田　博志 住宅設備 ㈱山匠 709-0827 赤磐市山陽３－４－２１ 086-955-4812
保田　守 左官 ヤスダ工業 709-0827 赤磐市山陽５－２－１２ 0869-55-4573
森内　勝 板金工 山陽板金工作所 701-2503 赤磐市周匝56 086-954-2359
岡本　隆雄 大工 岡本建築 701-2446 赤磐市小鎌1901 086-958-2448
藤原　信昭 大工 藤原建築 701-2524 赤磐市滝山１１６４ 086-954-0785
萩原　潤彦 塗装工 萩原塗装店 709-0704 赤磐市沢原５０２－１　 08699-5-0442
沖田　時久 住宅設備 Ｏ．Ｋ．Ｔ通信サービス 709-0718 赤磐市釣井１９番地の２　 08699-5-1239
逢坂　史彦 配管工 ㈲山陽管機工業 701-2222 赤磐市由津里１９３１ 0869-57-2268
木津　卓巳 大工 ㈲住佳 701-2226 赤磐市由津里２２５５ 0869-57-2500
徳永　昌太 大工 719-0302 浅口郡里庄町大字新庄３０６６番地１　08656-4-5561
亀山　稔 板金工 とみやま板金 719-0243 浅口市鴨方町鴨方１０９７－１　 0865-44-7761
中元　昇 配電工 中元電気 719-0241 浅口市鴨方町小坂東１９５８ 0865-44-2742
田淵　清輔 大工 田渕建設産業㈱ 719-0232 浅口市鴨方町本庄１６４７－２ 086-544-5555
永原　久士 大工 719-0232 浅口市鴨方町本庄６０２番地１　 086-544-2439
浦上　慶太郎 ガラス工 ㈱備中 719-0232 浅口市鴨方町本庄６１５－２ 0865-44-7316
中藤　年弘 大工 中藤建設 714-0101 浅口市寄島町243 0865-54-2444
中濱　洋一 大工 中浜建設 714-0101 浅口市寄島町５０７９－３ 0865-54-2186
妹尾　淳一 配管工 ㈱内海設備 714-0101 浅口市寄島町５７３６－５ 0865-54-2045
津郷　保 大工 ㈲津郷建設 719-0105 浅口市金光町占見１４５７－１ 0865-42-3463
水川　憲一 大工 719-0104 浅口市金光町占見284-10 0865-42-2724
三宅　一彰 大工 三宅工務店 710-0836 倉敷市沖２５０－１０ 086-423-2167
隅田　卓司 建具工 隅田商店 711-0926 倉敷市下津井吹上2-1-28 086-479-9037
寺﨑　芳徳 配電工 テラサキ電工社 711-0925 倉敷市下津井田ノ浦１－１６－１２ 086-479-8611
山本　司 防水工 ㈲ツカサ防水工業 710-0026 倉敷市加須山２６８－７ 086-428-4335
池上　修二 大工 池上建設 710-0026 倉敷市加須山３９３ 086-428-3111
青木　光男 大工 青木建設 710-0024 倉敷市亀山433-6 086-428-8535
楠戸　敏 大工 ㈲楠戸工務店 710-0024 倉敷市亀山８６８－６ 086-429-2098



淺野　英治 大工 浅野建装 712-8013 倉敷市亀島1丁目26-61 086-448-5720
渡邉　龍治 大工 ワタナベホーム 710-0842 倉敷市吉岡４ 086-424-2829
前原　敏治 大工 ㈲前原建設 710-0842 倉敷市吉岡４１６－４ 086-425-1340
赤澤　英夫 石工 赤澤石碑店 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎1257-3 086-526-6086
竹久　城二 配管工 ㈲アイ設備工業 713-8121 倉敷市玉島阿賀崎１７７５－２ 086-525-3114
森原　運 大工 モリハラ建設 713-8103 倉敷市玉島乙島２１１５－３ 086-522-1205
佐藤　均 大工 清音工務店 713-8103 倉敷市玉島乙島５５６６ 086-525-6556
中野　澄雄 大工 中野建築㈲ 713-8103 倉敷市玉島乙島６２１８ 086-522-5046
森原　学 大工 森原工務店 713-8103 倉敷市玉島乙島６７８５－３ 086-522-4528
原田　勲 大工 ビナン工務店 713-8103 倉敷市玉島乙島750-1 086-526-4536
越智　友喜 屋根工 越智瓦葺工事店 713-8126 倉敷市玉島黒崎４４８１－２ 086-528-0885
原田　浩昌 大工 原田工務店 713-8126 倉敷市玉島黒崎５６３１－３　 086-528-1538
岩浅　照雄 左官 713-8101 倉敷市玉島上成854-1 086-526-3899
向原　一郎 大工 ㈲向原工務店 710-0251 倉敷市玉島長尾４９８ 086-522-3623
國富　圭祐 大工 ＫＡＩＥＯ工夢店 710-0252 倉敷市玉島爪崎４４１　 086-528-2326
辻　筆一 左官 713-8114 倉敷市玉島道越８４１ 086-522-5092
長森　良智 大工 ㈱長森建設 713-8115 倉敷市玉島道口５２５－５ 086-525-3286
西本　典生 大工 ㈱創作大工　西本 713-8113 倉敷市玉島八島１９３１－６　 086-522-1688
藤井　信介 板金工 ㈲アルガー関西 711-0932 倉敷市菰池３－１－３０ 086-475-1800
大森　信治 左官 大森左官 711-0932 倉敷市菰池３－４－５３ 086-472-0918
関　善徳 左官 関左官 711-0932 倉敷市菰池３－５－２７ 086-472-5289
大島　正幸 塗装工 ㈲オオシマ塗装 712-8043 倉敷市広江7-2-1 086-454-3323
田中　淳 配電工 710-0834 倉敷市笹沖1038-2 090-1913-2910
小野　一郎 大工 ㈱ビリーブ 701-0104 倉敷市山地５１３－１ 086-463-2883
竹添　健 鳶工 三共㈱ 710-0835 倉敷市四十瀬２２９－２－１００６ 086-441-4941
松本　和彦 大工 松本 711-0923 倉敷市児島阿津1-5-19 086-473-2272
亀野　隆行 大工 711-0923 倉敷市児島阿津1-7-54 086-472-9279
駒牧　哲夫 大工 駒牧大工 711-0934 倉敷市児島塩生2092 086-475-0688
田中　賢司 大工 田中建設 711-0934 倉敷市児島塩生2824-35 086-474-2948
山本　克太郎 大工 山本建設 711-0934 倉敷市児島塩生３８３８－１ 086-475-0707
亀井　智満 畳工 亀井タタミ店 711-0934 倉敷市児島塩生779 086-475-0813
松林　健一 屋根工 松林瓦 711-0906 倉敷市児島下の町10-8-25 086-473-6784
西岡　清美 大工 西岡建設 711-0907 倉敷市児島下の町2-4-22 086-472-6763
坂野　登 内装工 711-0906 倉敷市児島下の町3-1-15 090-2867-3971
志宇知　勝 大工 ㈲志宇知建設 711-0906 倉敷市児島下の町３－４－１４ 086-472-5536
松岡　聖治 大工 ㈱松岡工務店 711-0906 倉敷市児島下の町４－５－２３ 086-474-2004
藤原　浩一 大工 ㈱藤原建設 711-0906 倉敷市児島下の町４－８－６６ 086-473-1229
岡田　輝彦 配電工 岡田電気 711-0906 倉敷市児島下の町4-9-73 086-473-1637
原田　和広 大工 原田建設㈲ 711-0906 倉敷市児島下の町６－１０－６６ 086-472-6239
西山　秀男 土工 ㈱ニシヤマ 711-0906 倉敷市児島下の町９－１５－２ 086-474-2750
中村　良一 配管工 中村設備 711-0906 倉敷市児島下の町9丁目12エ2-204 086-441-7922
清原　信二 大工 清原建設 711-0911 倉敷市児島小川2-5-8 086-473-6734
山口　善行 空調 山商エンジニア 711-0911 倉敷市児島小川2丁目2-76 086-472-0665
清水　忠行 大工 ㈲建築工房しみず屋 711-0911 倉敷市児島小川４－３－３２ 086-473-7808
松下　孝 配電工 松下電気 711-0911 倉敷市児島小川４－３－３６ 086-472-1304
西原　勝志 大工 711-0911 倉敷市児島小川6-4-15-4 086-474-3013
綾野　勝嘉 大工 ㈱綾野工務店 711-0911 倉敷市児島小川９－４－２２ 086-473-0803
馬渕　義博 大工 馬渕建設 711-0911 倉敷市児島小川9-7-1 086-473-5340
武内　豊治 配管工 武内配管設備 711-0911 倉敷市児島小川9丁目3-17 086-473-3836
篠原　昭則 大工 篠原建設 711-0911 倉敷市児島小川9丁目7-1 086-472-6702
豊島　秀夫 左官 豊島工務店㈱ 711-0907 倉敷市児島上の町１－１３－１３ 086-472-4748
浪越　正吉 屋根工 浪越屋根瓦工事 711-0907 倉敷市児島上の町１－１４－１８　 086-474-3268
山口　正 屋根工 山口屋根瓦工事 711-0907 倉敷市児島上の町２－１０－５５－１０２086-473-0379



荒木　満 配管工 共栄設備 711-0907 倉敷市児島上の町３－１－２９ 086-472-0957
角南　敬次 大工 角南建築 711-0907 倉敷市児島上の町３－４－５３ 086-473-0031
村上　健一 大工 村上建設 711-0907 倉敷市児島上の町４－３－２３ 086-472-5886
豊島　寿志 左官 兄弟豊島 711-0907 倉敷市児島上の町4-7-29 086-473-1477
中田　逸郎 配管工 ウォータークラフト中田 711-0931 倉敷市児島赤崎１－４－５６ 086-473-6684
竹田　郁男 大工 竹田建設㈱ 711-0931 倉敷市児島赤崎４－２２７３－２ 086-472-1035
畑中　清 大工 畑中建設 711-0931 倉敷市児島赤崎4丁目11-13 086-472-1245
小橋　忠郎 配電工 711-0933 倉敷市児島通生1338 086-473-6327
髙月　一 大工 高月建設 711-0933 倉敷市児島通生２８６２ 086-473-4771
石井　孝盛 大工 711-0903 倉敷市児島田の口2902 086-477-6748
藤原　宗近 大工 711-0903 倉敷市児島田の口2丁目3-2 086-477-8818
玄木　達也 土工 坂井組 711-0903 倉敷市児島田の口３－７－１５ 086-477-6361
児島　隆二 左官 児島左官 711-0903 倉敷市児島田の口４－１３－１９ 086-477-6807
谷口　司 空調 ウイングエアコン 711-0903 倉敷市児島田の口4-5-19 086-477-6372
稲毛　政文 大工 稲毛建設 711-0903 倉敷市児島田の口6丁目2-38 086-477-8357
横佐古　良男 畳工 横佐古畳店 711-0903 倉敷市児島田の口7-4-17 086-477-7451
石川　高志 土工 高和建工 711-0903 倉敷市児島田の口７－７－１５ 086-477-5258
熊沢　保 大工 熊沢工夢店 711-0904 倉敷市児島唐琴4丁目1-21 086-477-5922
西野　真二 大工 西野建築 711-0937 倉敷市児島稗田町1013-9 086-474-6615
石川　貴広 配電工 石川電工 711-0937 倉敷市児島稗田町1532-3 086-472-0458
中田　祐介 配管工 711-0937 倉敷市児島稗田町26-20 086-472-1232
薦田　司郎 屋根工 711-0937 倉敷市児島稗田町33-42 086-474-5461
池上　豊 配電工 イケガミ電気 711-0937 倉敷市児島稗田町400-7 086-451-6365
橋西　美幸 大工 橋西建設 711-0937 倉敷市児島稗田町478 086-473-4301
山辺　邦広 大工 711-0937 倉敷市児島稗田町５８７－１　 086-473-9765
田中　康弘 配電工 TANAKA電設 711-0917 倉敷市児島味野2丁目1-13 086-472-1681
岩崎　理 配電工 岩崎電気工事 711-0913 倉敷市児島味野3-4-21 086-474-0903
古谷　年廣 大工 711-0913 倉敷市児島味野３丁目６－１３　 086-472-6587
亀井　敏男 タイル工 ㈲亀乃井タイル 711-0913 倉敷市児島味野4-10-14 086-472-6306
辰己　秀夫 大工 辰己建設 711-0913 倉敷市児島味野6-2-9 086-474-4319
谷吉　伸雄 住宅設備 711-0913 倉敷市児島味野６－６－６　 086-474-5204
竹本　文化 大工 TAKEMOTO建設 711-0913 倉敷市児島味野6-9-1 086-474-5161
今谷　良訓 大工 ㈲今谷建設 711-0914 倉敷市児島味野城１－１－２３ 086-472-3480
福島　札規 大工 ㈲ふくしま建築事務所 711-0936 倉敷市児島柳田町５４５－６ 086-473-3125
金谷　義夫 大工 金谷建築 710-0846 倉敷市上富井509-65 086-465-1956
小野　隆司 大工 玉島ハウスドクター 710-0253 倉敷市新倉敷駅前５－１８５－１ 086-522-5772
山崎　戸志光 軽天仕上 710-1311 倉敷市真備町岡田1069-45 086-698-6589
水川　里志 屋根工 水川屋根工事 710-1301 倉敷市真備町箭田４１６２－１９　 086-698-7124
矢田部　宏 屋根工 ㈲水川瓦工業 710-1301 倉敷市真備町箭田６２５９－２ 086-698-3517
中尾　国彦 大工 中尾建築 710-1303 倉敷市真備町妹５６２－１ 086-698-1340
山下　勝正 板金工 ㈲山下板金 710-1303 倉敷市真備町妹５７－５ 086-698-1024
山﨑　一郎 屋根工 山崎洋瓦工業所 710-1306 倉敷市真備町有井１４７８－１ 086-698-0230
山下　章夫 大工 710-1303 倉敷市真備妹2104-2 086-698-3520
村澤　強 大工 村澤建設 710-0802 倉敷市水江８８７－６ 086-465-7970
安藤　修 大工 ㈲安藤建設 710-0002 倉敷市生坂１８１ 086-462-1500
森山　昇 内装工 インテルナ誠㈲ 710-0002 倉敷市生坂８３０ 086-462-2019
石原　修二 大工 ㈲石原美建 710-0807 倉敷市西阿知町５４７－１ 086-466-0667
中山　政幸 大工 中山建設 710-0005 倉敷市西岡1688-6 086-422-3894
井上　良治 大工 井上商店住宅部 710-0064 倉敷市青江８７６－１ 086-434-4500
黒田　茂 大工 ㈲黒田建設 710-0045 倉敷市船倉町１２６３－１ 086-425-0221
山本　明 配電工 山本電気工事 711-0924 倉敷市大畠1-7-22 086-479-7539
西原　茂 大工 西原工務店 711-0924 倉敷市大畠2-19-23 086-479-7014
佐藤　雅弘 建具工 ㈲佐藤建具 709-1121 倉敷市茶屋町１６３ 086-428-0079



原　昇三 屋根工 原屋根工事 710-1102 倉敷市茶屋町早沖１７９３ 086-428-4519
澁江　淳司 大工 澁建 701-0115 倉敷市二子１７０７－５４　 086-463-0227
山縣　治 大工 山縣建築 710-0063 倉敷市日ノ出町2丁目3-13 086-424-5044
宮﨑　政幸 大工 宮崎建築 710-0145 倉敷市福江１１６０－１１ 086-485-0652
難波　一郎 建具工 難波建具店 710-0145 倉敷市福江329-1 086-485-0156
竹添　健 鳶工 ㈱健工業 712-8031 倉敷市福田町浦田２３７８－３２７ 086-455-0488
木村　伸之 大工 木村商店 712-8041 倉敷市福田町福田２３１８－５ 086-445-4184
久保　賢一 大工 久保建築 710-0048 倉敷市福島６７１－７ 086-422-8290
又森　唯雄 大工 又森建設 710-0048 倉敷市福島６９０－３ 086-422-6523
難波　勝 大工 難波建設㈱ 710-0003 倉敷市平田７５９ 086-423-2111
藤原　弘良 大工 ㈲藤原住建 710-0031 倉敷市有城２７２ 086-428-3622
久成　嘉一郎 大工 ㈱久成建築事務所 710-0036 倉敷市粒浦４７６－２ 086-424-8431
嶋田　健一 板金工 嶋田板金 710-0142 倉敷市林1322-17 086-485-2169
竹原　康浩 屋根工 ㈲竹原瓦工事店 710-0142 倉敷市林１６４１－１ 086-485-0575
岡瀬　博明 エクステリア サン・クリエート 710-0142 倉敷市林1990-14 086-485-2328
三澤　一郎 屋根工 710-0142 倉敷市林1990-23 086-485-1653
渡邉　裕 板金工 710-0142 倉敷市林３０４－１（１０３）　 090-8608-2220
西村　敏男 大工 西村建設 712-8012 倉敷市連島１－８－１９ 086-448-8150
小河原　武 塗装工 小河原塗装㈱ 712-8014 倉敷市連島中央３－２－３４ 086-441-7007
満永　崇 塗装工 ㈲ミツナガ塗装 712-8011 倉敷市連島町連島１８９５ 086-460-3525
原田　準一 大工 原田建築 712-8011 倉敷市連島町連島５７８ 086-444-9623
仁後　春志 大工 ㈲仁後建築 710-0826 倉敷市老松町３－１５－３４ 086-424-8805
石井　清隆 配電工 ケーアイ電設 719-1154 総社市井尻野1380-1 0866-94-8605
福本　貴行 建具工 ㈲福本木工所 719-1136 総社市駅前１－５－６ 0866-92-4617
北村　昌志 大工 北村工務店 719-1162 総社市岡谷４３４ 0866-93-3309
小川　顕司 大工 小川建築工房 719-1124 総社市三須１６０９－１６　 0866-93-7268
井田　直巳 大工 井田建設㈲ 719-1312 総社市種井５０４－２ 0866-99-1818
金田　正登 大工 金田建築 719-1161 総社市宿816-11 0866-93-7540
大嶋　一広 大工 ㈱大嶋組 719-1121 総社市赤浜８０５－４７ 0866-92-5943
早川　伸次郎 大工 早川建設 719-1163 総社市地頭片山３０９－１ 0866-93-7237
古米　満 大工 古米建設㈲ 719-1131 総社市中央２－１３－５ 0866-92-1376
定井　一師 大工 ㈱定井建設 719-1311 総社市美袋４４２－２ 0866-99-1145
小原　健一 大工 ㈲小原建工 708-0885 津山市井口７－７ 0868-23-6190
八木　基 大工 ㈲八木住建 708-0815 津山市一宮２８３－１ 0868-27-0805
末長　眞 大工 まこと工務店 708-0807 津山市下横野２０３７ 0868-27-0608
永礼　三郎 建具工 ㈱ナガレ 708-0807 津山市下横野２２０２－１０ 0868-27-7230
牧　元治 大工 ㈱牧工務店 708-0012 津山市下田邑９５５－１５ 0868-28-1481
小坂田　和之 大工 小坂田建築 708-0012 津山市下田邑９５５－８ 0868-28-6997
竹内　三夫 大工 709-3922 津山市加茂町下津川375-7 0868-42-3085
立石　好男 配管工 立石管工 709-3922 津山市加茂町下津川３７７－１ 0868-42-3631
松山　伸之 建具工 松山建具 709-3923 津山市加茂町桑原216-1 0868-42-2420
岡田　弘 大工 岡田建築 709-3933 津山市加茂町行重１７７６ 0868-42-2969
大塚　人美 造園工 大塚造園 709-3906 津山市加茂町小中原１２０－３ 0868-42-3201
常藤　和三 大工 ㈲あおやぎ住宅 709-3915 津山市加茂町青栁882 0868-42-3382
中塚　勝利 左官 709-3931 津山市加茂町中原１７６ 0868-42-2440
岡　幸男 大工 岡美建 709-3911 津山市加茂町物見9741 0868-42-3651
国政　京治 大工 ㈲国政建築 708-0842 津山市河辺４７７－８ 0868-26-4434
久常　安 大工 久常建設 708-1105 津山市吉見７７３ 0868-29-0498
松永　慶三 大工 松永建工㈲ 708-0843 津山市国分寺６７７ 0868-26-0024
中島　充二 大工 708-0813 津山市山方210-5 0868-27-0634
菅原　宏志 大工 708-0804 津山市勝部794-8 0868-22-5935
菅田　武志 板金工 菅田板金工作所 708-0001 津山市小原161-7 0868-22-4789
出平　隆 大工 木造建築工房出建 708-0006 津山市小田中295-3 090-8241-0667



森　三四 大工 森組 708-0824 津山市沼２５－１６ 0868-23-0364
宮岡　宗正 大工 ㈲横野建設 708-0801 津山市上横野188-1 0868-27-1056
繁定　渡 内装工 室内装飾SHIGESADA 708-0011 津山市上田邑2488-1 0868-28-3072
牧野　利夫 大工 牧野住宅 708-0015 津山市神戸３４３－４　 0868-28-1171
福田　隆之 大工 福田建築 708-0856 津山市西吉田２８５ 0868-26-2448
福井　稔 大工 福井工務店 708-0833 津山市西新町２４ 0868-22-7669
内田　進 大工 ㈱ユーホーム 708-1222 津山市西中３２９－１ 0868-36-4372
木下　敏彦 大工 木下住建 708-0841 津山市川﨑1716-8 0868-26-2981
本名　要 大工 本名建築 708-1117 津山市草加部200-2 0868-29-4541
亘　耕二 住宅設備 El futuro 708-0806 津山市大田６０８－８　 0868-27-2877
堀内　眞次 大工 ㈲堀内工業津山 708-0806 津山市大田８０－１１ 0868-24-2468
澤田　和彦 建具工 工房冨岳㈱ 709-4603 津山市中北下１２５７－３ 0868-57-2020
西尾　巧 大工 西尾建築 709-4606 津山市中北上９４０－４　 0868-57-8610
政安　治朗 大工 709-4605 津山市坪井上1351-2 0868-57-8516
廣野　哲夫 大工 広野建築 708-1113 津山市田熊１０７５ 0868-29-1622
山本　美昭 大工 山本建工 708-1103 津山市堀坂２１１－５ 0868-29-2235
宮崎　勇 大工 宮崎建築 708-0821 津山市野介代1004-2 0868-23-8086
小林　寿美 大工 小林建築 709-4633 津山市油木上４７４－１　 0868-57-2728
柴田　正人 配管工 柴田水道 709-4635 津山市油木北1275-1 0868-57-8384
橋本　義弘 配電工 708-0822 津山市林田222-10 0868-24-3661
大久保　勇 大工 ㈲住まいの伏見 701-0304 都窪郡早島町早島１０５４－１ 086-482-2548
松田　義文 大工 松田建設 701-0304 都窪郡早島町早島１２５８ 086-482-0443
井上　宗平 大工 井上住建 701-0301 都窪郡早島町矢尾５１３ 086-483-2525
廣田　正己 左官 ヒロタ左官工業 708-0321 苫田郡鏡野町円宗寺１１１６ 0868-54-1368
池田　明夫 大工 708-0353 苫田郡鏡野町中谷２７３　 0868-54-1263
藤原　裕二 大工 ㈲藤原工務店 708-0366 苫田郡鏡野町馬場３４－２ 0868-54-4545
日並　克己 土工 ㈱日並建設 708-0425 苫田郡鏡野町箱１４３ 0868-52-2317
日並　喜美子 土工 ㈱日並建設 708-0425 苫田郡鏡野町箱１４３ 0868-52-2317
野井　保彦 配電工 野井電気工事 708-0305 苫田郡鏡野町百谷４０－１　 0868-56-0433
牧田　照夫 大工 牧田住建㈱ 708-0365 苫田郡鏡野町塚谷６１８ 0868-54-3404
西岡　晃 板金工 ㈲西岡板金工作所 705-0001 備前市伊部１８０２－２ 0869-64-2690
妹尾　義夫 塗装工 東備リフォーム 705-0002 備前市浦伊部１１３３－１４ 0869-63-0205
神崎　徹 大工 神崎建築 709-0223 備前市吉永町南方４２７　 0869-84-3529
岸原　章 大工 岸原建築 709-0222 備前市吉永町福満８６８－２７ 0869-84-3912
杭本　正 大工 ㈲杭本工務店 705-0132 備前市三石１６０６ 0869-62-0418
岩本　清美 大工 岩本建築 705-0132 備前市三石３１４０－１６ 0869-62-1087
小林　義則 大工 ㈱小林工務店 705-0021 備前市西片上１５２６ 0869-64-2608
吉田　吉浩 サッシ工 ヨシダガラス店 705-0021 備前市西片上９０６－８ 0869-63-1134
浅野　洋二 大工 浅野建築 705-0003 備前市大内６５８－４ 0869-66-8956
吉田　利道 大工 吉田建築㈲ 701-3202 備前市日生町寒河１０５７ 0869-74-0725
松下　吉見 大工 松下建設 701-3202 備前市日生町寒河２４６７－５ 0869-72-2877
岡　孝造 大工 ㈲岡建築 701-3204 備前市日生町日生１７９９ 0869-72-0715
藤原　儀和 大工 ㈲フジワラ工務店 705-0033 備前市穂浪４４５－７ 0869-67-0700
石川　義宣 大工 石川建築 709-3415 美咲町江与味2834 0867-27-2297
鳥越　秀信 建具工 鳥越建具店 708-1524 美咲町飯岡1547-5 086-954-0776
森岡　秀光 大工 森岡工務店 709-3401 美咲町北3209 0867-27-2460
友上　一夫 左官 友上左官工業 708-1535 美咲町髙城1525 0868-62-0522
道信　哲二 大工 709-4202 美作市梶原865-1 0868-76-0369
谷口　安平 大工 709-4235 美作市原169 0868-75-1247
松本　清一 大工 707-0411 美作市江ノ原612 0868-78-4183
瀨尻　貴宏 板金工 南板金工業 701-2616 美作市南３４１－２　 0868-75-4300
津尾　靖 配管工 714-1212 矢掛町横谷3313-83 0866-83-0253
佐藤　堅一 内装工 佐藤クロス 714-1226 矢掛町江良476 0866-82-2152



塩田　康弘 大工 塩田工務店 714-1227 矢掛町小田4191-5 0866-83-1368
大下　英志 塗装工 大下塗装 714-1227 矢掛町小田6902 0866-84-8456
末澤　常男 鉄骨工 末澤鉄工所 714-1202 矢掛町小林212-1 0866-82-1131
鳥越　敬雄 大工 鳥越建設 714-1222 矢掛町西川面2167 0866-82-2077
三村　忠通 塗装工 三村塗装 714-1211 矢掛町東三成2019-2 0866-82-2515
岸野　雅美 大工 714-1213 矢掛町里山田382-3 0866-82-1402
武内　保 大工 武内建築 709-0441 和気郡和気町衣笠８０２ 0869-93-2249
横谷　祐二 大工 ㈱横谷工務店 709-0525 和気郡和気町宇生２７８ 0869-88-1505
山田　和夫 配電工 ㈲山田電気工事 709-0506 和気郡和気町塩田３７０　 0869-89-3107
北川　勝己 板金工 北川板金工作所 709-0414 和気郡和気町大田原２９０－１ 0869-93-0553
末久　昇 大工 末久建築 709-0422 和気町尺所112-1 0869-93-2370
中山　誠 建具工 中山建具店 719-0243 浅口市鴨方町鴨方1273 0865-44-2841
安達　直行 左官 702-8004 岡山市中区江並５０－３ 090-8713-9518
橋本　忠 大工 橋本工ム店 700-0088 岡山市北区津島笹が瀬１０－１２ 086-252-6346
河野　哲 大工 ㈲河野建築 712-8032 倉敷市北畝１－６－２２ 086-455-6188
田才　真一 左官 702-8006 岡山市東区目黒町１４６-７ 080-6308-6932
塚本　卓夫 大工 丸塚建設 711-0933 倉敷市児島通生１１０１－１ 086-473-0480
藤井　孝憲 大工 714-0101 浅口市寄島町2834 0865-54-2871
森　義晴 建具工 708-0814 津山市東一宮１２４５ 0868-27-0528
山崎　好樹 配管工 山崎工業所 706-0011 玉野市宇野1－43－26 0863-21-4779
杉本　良昭 配管工 杉本水道工業所 706-0132 玉野市用吉517 0863-71-1248
藤原　勇 大工 藤工務店 704-8147 岡山市東区正儀2350－1 086-946-8653
片岡　一大 畳工 片岡屋畳店 704-8194 岡山市東区金岡東町3-4-35 086-948-3049
山田　祐樹 タイル工 ㈱ヤマダタイル工業 704-8196 岡山市東区金田771－2 086-948-5488
小西　祐樹 大工 小西建築 703-8282 岡山市中区平井5-2-23 086-273-2621
佐々木　彰 大工 716-1402 真庭市山田1931 0866-52-2657
花岡　一男 大工 ㈲花岡建築 705-0033 備前市穂浪1575－1 0869-67-0988
大原　英又 大工 大原建設 701-0304 都窪郡早島町早島233－1 086-482-0126
神崎　博路 防水工 神崎防水工業 709-0816 赤磐市下市555-6 086-955-3905
山本　昭次 溶接工 701-0213 岡山市南区中畦３４９ 086-298-2329
土居　真澄 配電工 707-0417 美作市下町194-1 0868-78-4482
一ノ瀬　博文 土工 香北建設 708-0303 苫田郡鏡野町大町827-5 0868-56-0837
阿井　友英 配電工 阿井電気工事店 708-1117 津山市草加部1135-4 0868-29-2230
松石　兼二 大工 松石建築 709-0402 和気郡和気町日笠上466－2 0869-93-0734
渡辺　勝典 大工 渡辺建設 713-8126 倉敷市玉島黒崎8648－1 086-528-1058


