
建設全般

グロウアップ㈱ 下宿1-200-6 449-1754 建築全般

隆弥工務店 下宿2-553-21 497-8155 大工

㈲岩田工務店 下宿2-465 491-0629 建築全般

K-LINEサービス 下宿2-467-3 495-0276 建築全般

自由設計の家　㈱内田工務店 下宿2-472 493-2660 建築全般

けやき工匠 旭が丘4-808-3 493-0049 建築全般

㈱関工務店 中里1-733 495-8404 建築・内装

棚辺工務店 中里1-743 491-2077 建築全般

㈲中村工務店 中里3-1114 491-2361 建築全般

㈲山下実工務店 中里3-874 491-0544 建築全般

山友建設 中里3-874-3 493-0983 建築全般

渋谷工務店 中里3-880-6 491-8386 建築全般

石川工務店 中里3-894-4 493-2351 建築全般

北沢工務店 中里3-899-69 492-6419 建築全般

㈲古名工務店 中里5-1065-4 493-7269 建築全般

㈱山口工務店 中里5-91-7 492-5311 建築全般

芳賀工務店 野塩1-170-1 493-2013 建築全般

㈲市川工務店 野塩1-350 491-1741 建築全般

Blue Ocean 野塩2-387-20-109 491-7402 建築全般

平野工務店 野塩2-387-708 491-4873 建築全般

大熊工務店 下清戸2-519 453-0705 建築全般

㈱みそら工務 下清戸2-583-13 495-2186 建築全般

伊藤建築 下清戸2-592-4 494-0152 建築全般

㈲石井工務店 下清戸4-417 493-1911 建築全般

石井工務店 下清戸4-709 491-0837 建築全般

㈲大新工務店 中清戸1-577 491-2167 建築全般

西川建設 中清戸5-89-92 491-5129 建築全般

㈲小松工務店 中里6-528-35 491-0565 建築全般

村野工務店 上清戸1-11-12 495-5011 建築全般

大熊工務店 上清戸1-3-8 491-5033 建築全般

㈱小山工務店 上清戸2-6-6 491-1043 建築全般

㈲小林工務店 元町1-12-9 492-0555 建築全般

㈱大瑞 元町1-8-19 497-2590 建築全般

㈱新倉工務店 元町2-16-4 491-0854 建築全般

伊藤工務店 元町2-23-9 491-5277 建築全般

野島工務店 松山1-8-9 492-1764 建築全般

㈲内田建設 松山2-18-11 491-0478 建築全般

㈱ヤマシタ 松山2-4-4 491-0350 建築全般

㈱山崎工務店 竹丘2-14-12 493-6427 建築全般
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㈱司建設 竹丘3-10-19 453-3433 建築全般

天野工務店 竹丘3-12-2 492-6011 建築全般

芳賀工務店 竹丘3-5-6 491-1414 建築全般

屋根・塗装

㈱プリシード 下宿1-176-1 497-9363 塗装・リフォーム業

㈲Ｎハウスエンジニア 下宿3-692-1 478-5337 一般建築塗装・リフォーム

㈲高橋板金 旭が丘3-382-4 491-0615 鈑金

合同会社　日比建設 中里2-1620-1 521-5550 とび工事

渋谷鳶工業 中里3-930 493-3106 とび

㈲大窪瓦店 中里3-974-4 491-1084 瓦

㈱CREAITING 中里4-1296-4-111 495-7258 塗装

富士塗装工業 中里5-543-12 493-2232 塗装・吹付

㈲沢田塗装 野塩3-42-27 491-1914 塗装

㈲内野鈑金工業所 野塩5-290-12 491-0259 鈑金

㈲センバ建装 下清戸1-290-5 493-7107 塗装

石垣塗装店 中清戸5-83-168 492-2751 塗装

㈱福島興業 中清戸5-83-6 492-1368 塗装・とび・土木工事業

幸栄工業 元町1-11-10 491-5378 塗装

㈱I.BIKEN 松山1-39-3-106 497-2339 外壁塗装

ai Repair 竹丘1-15-10-203 080-8707-1045 塗装

小田澤建装 竹丘2-27-2 309-2121 塗装

防水工事

ツボイ工業 中里2-1588-1 493-7281 特殊防水工事

造園

㈲金子造園 下宿2-502 491-1751 造園

㈲松村造園 中里1-694 491-2019 造園

泉田建築 中里1-713 491-5977 造作大工

清松園 中里3-1123-1 491-2238 造園

植信造園 中里4-701-62 495-6524 造園

ガーデン岩崎 野塩1-150-5 492-1727 植木

枯夢造園 野塩1-176-5 493-1128 造園

三上造園 野塩5-232-2 494-0227 造園・植木

㈲野島造園 下清戸1-143 492-2183 造園

内装工事

㈲増田左官工業 下宿2-457-3 492-1392 左官

ナカジマ装飾 旭が丘2-6-1-103 492-6696 室内装飾

池田左官工業所 中里2-1491-1　 493-8622 左官

八千雅美装 中里5-737-13 492-5495 内装

宇野左官店 中里6-528-29 495-6086 左官

㈱長谷川商店 野塩1-171-13-1F 497-8097 内装・設計施工
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㈱横田工業 下清戸4-760-16 496-0337 左官

山本組 中清戸1-601-1 453-0910 内装

ユニティ 中清戸5-83-382 493-0105 内装

松村左官工業所 元町2-18-27 050-1091-2631 左官

インテリア赤座 元町1-4-1-709 492-2974 室内装飾

㈱ヤマナカ 竹丘1-2-10 493-4448 内装

畳・建具・ガラス

徳武表具 下宿2-513-3 493-0251 内装、表具

㈲大澤建具店 旭が丘1-236 491-6516 建具

中島畳店 中里2-1375-3 491-1422 畳

新井建具店 中里3-1000-3 493-3818 建具

㈲美建 中里4-771 493-5759 建具

㈲松村建具店 野塩3-24-12 491-0367 建具

㈲小久保畳店 野塩5-257 491-1477 畳

山瀧硝子店 元町2-6-10 491-0249 板硝子取付・販売

㈲玉春堂 元町1-3-45 491-5555 表具

㈲内山畳店 元町2-2-16 492-3693 畳

阿部畳店 竹丘3-11-10 492-3408 畳

電気・ガス・空調

㈱ワンダークラフト 中里6-528-18 497-7100 空調(エアコン)工事、アンテナ工事

㈲池田電気 下宿2-391-10 491-7309 電気工事

住まいるアシスト　 中里1-738-6 449-9337 住宅設備機器販売・取付

㈱池田通信 中里4-797-8 497-8196 電気通信業

㈲おまた 中里3-979 493-3741 冷暖房工事

㈲秋津電気商会 野塩1-178 491-1644 電気工事

㈱田中電気 野塩1-194-12 493-5473 電気工事

㈲戸田電気商会 野塩4-81-8 478-5522 電気工事

㈲小林電気 野塩5-244-1 491-1448 電気工事

オオノ電気設備 旭が丘5-4-1-201 491-2953 電気工事

㈱星野電気 中清戸2-626 493-6688 電気工事

スズキ空調 中清戸2-857-9 497-8619 エアコン工事・電気工事

㈲日新ホームサービス 上清戸1-12-29 495-6159 空調機器取付工事

㈱田中住宅設備 上清戸1-8-4 493-0268 浴槽工事

㈲山城計装 元町1-6-36 493-8387 空調工事

㈲岩崎商店 元町1-8-35 491-4321 住宅設備機器販売・取付

㈲大同電気 元町2-28-21 494-7755 電気工事

㈱宇都宮電気商会 松山2-3-2 491-6121 電気工事

㈱石塚 松山2-3-4 491-0171 住宅設備機器販売・取付

長澤通信 松山3-3-9 444-4422 電気通信工事業

㈱小林設備工業 梅園3-3-37 493-1877 管工事業
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上下水道

松下設備 下宿1-199-14 493-6554 水道設備

㈲大藤設備 中里1-713-51 493-2131 水道、防火

㈱優美設備 中里3-899-40 466-8150 給排水衛生設備の設計・施工・管理・保守

㈲中村設備工業所 中里6-37-6 491-3401 水道工事

㈲和哲設備工業 野塩1-356-7 491-1104 上下水道工事

浮田工業 下清戸1-290-8 493-0320 水道工事

㈲渋谷商事 中清戸1-526 493-0205 管工事・清掃

㈲水道ポンプ細山営業所 松山2-15-27 491-0146 水道工事

大室工業所 竹丘1-3-13 491-0535 水道工事

土木

㈲矢島土建 下宿3-693 491-0675 舗装・土木・管工事

田中土木㈱ 旭が丘1-619-20 491-0533 土木

㈲秋山工業 旭が丘3-366-4 493-1179 ブロック土木

宮野土建 中里4-1145 491-7359 舗装・土木・管工事

山下土建 中里5-542 491-2043 舗装・土木・管工事

東野土木 中里6-48-9 491-4704 土木

㈲黒川興業 野塩1-340 492-7234 土木

㈲富田組 下清戸1-296-19 491-0373 土木

㈱わかば 上清戸2-12-26 495-1211 土木工事業（法面工事・緑化工事）

丸実土木㈱ 上清戸2-13-27 493-5637 舗装・土木・管工事

㈲今村組 松山1-12-3 493-0254 土木

㈱アーサー 松山1-13-25 492-3373 建設土木業

日清興業㈱ 竹丘2-29-27 497-9020 土木遮水シート販売・施工

設計・その他

桂建築設計事務所 下宿1-1-11-408 491-0697 建築設計

㈱ソイル技建 下宿2-706-4 497-2780 地盤調査一式

直一級建築設計事務所 旭が丘2-6-2-504 493-8968 建築設計

弥紘興業 中里3-922-26 080-9653-5080 大工

㈱青羽型枠 下清戸5-897-3 090-8724-6920 型枠工事業

K-WORKSアグリ（合） 下清戸2-581-5-101 497-1851 解体

㈲原田測量建築設計事務所 中清戸1-442 491-0556 土地家屋調査

㈲菊地鉄工 中清戸5-56 493-7506 鉄骨工事

㈲熊坂電気 上清戸2-13-31 492-2879 舞台照明一式

カイシンホーム 上清戸1-5-11 491-0500 大工

土方設備 元町1-13-22 491-0410 請負業

㈲大倉 元町2-16-20 493-2089 電柱周りの舗装工事

㈱測地コンサルタント 元町2-25-12 491-6511 測量・設計

㈱ハウジングアーキテクト 松山1-15-3 497-8453 建築工設計・建築請負

令和4年6月30日　時点


