
令和４年度市内業者（土木一式工事）

受付
番号

業者名 所在地 代表者名 電話番号

1 （株）ツボネ 清水町69-1 坪根　徳弘 82-8653

2 (有)矢鳴組 梶屋171-7 新開　英司 82-7200

3 (株)石田組豊前支店 八屋1876-26 白石　陽一 83-2072

4 (株)釘丸建設 堀立299-1 釘丸　智充 82-2700

5 大浜建設工業（株）豊前支店 八屋1614-6 菊地　邦利 84-1565

6 (有)宮崎組 六郎286-1 松本　新一 82-8174

7
（株）九州リテラ・ソリューショ
ン 八屋1614-6 門田　彩子 83-2205

8 (有)長野組 宇島320-1 長谷津　達也 83-2113

9 (株)協豊組 八屋751-1 垂永　豊秋 82-3105

10 松山建設(株)豊前支店 八屋322-59 津田　満 83-3270

11 (有)七ツ岩建設 挟間1207 垂永　知宜 83-0348

12 (株)松本組 八屋680-1 有吉　信敏 53-9356

13 (株)KM企画工房 永久307-1 岸本　浩昭 84-0828

14 ミヤフサ建設(株) 赤熊279-1 宮房　幸司 82-1015

16 (株)豊洋産業 川内2089 有吉　秀行 83-0378

17 福田建設 赤熊986-1 福田　信幸 82-1965

18 (株)尾家興産 久路土1590 尾家　清孝 82-5203

19 田中組 市丸149 田中　勝利 83-3621

20 (株)久保田組 吉木1184-7 久保田　哲也 82-2535

21 (有)谷崎組 今市438-4 谷崎　一男 82-0873

22 二葉建設(株) 三楽172 関　弘幸 82-1223

23 (有)吉田建設 久路土334-1 奥村　健二 83-2904

24 (有)エスアールシステム 小石原154-1 高野　敏治 84-0855

25 (株)金生建設 下川底308-1 金生　弘美 88-2046

26 松新建設(株) 松江948-1 筒井　精二 82-7178

27 (有)昴建設 八屋2231-3-101 小野　昌昭 83-3222

28 (有)東建設 鳥越766-7 福田　秀利 84-1188

30 (有）大建 市丸259 西田　潤蔵 82-1631

31 渡辺建設 三毛門1251-2 渡邉　英治 83-1865

32 安勝建設 才尾261 安髙　盟統 82-5048

35 (有)共眞建設 久路土1337-1 松田　征勝 82-5950

37 夕田組 挟間284 夕田　和正 82-5004

38 ヤスタケ産業(株) 塔田738 安武　仁 83-2828

39 (有)小石組 八屋1729-4 小石　賢一 83-2651

40 (有)梶谷産業 馬場1085 梶谷　勝己 83-2787

43 (株)アンテック 八屋517-1 安仲　佐登美 82-3448

44 (株)豊成建設 八屋1753-1 松下　武文 82-2374

46 (有）となり建設 山内214-1 戸成　祥平 88-3353

47 起産業(有） 宇島213 崔　起明 82-0923

48 山崎建設 赤熊854-1 山崎　征市 83-2161

50 景明建設 千束128 木山　三述 82-5394

53 くしの創建 今市144-25 久志野　則子 83-2573

55 畑建設 赤熊948-1 畑　博彦 83-2741

43 社



令和４年度市内業者（舗装工事）

受付
番号

業者名 所在地 代表者名 電話番号

1 （株）ツボネ 清水町69-1 坪根　徳弘 82-8653

2 (有)矢鳴組 梶屋171-7 新開　英司 82-7200

3 (株)石田組豊前支店 八屋1876-26 白石　陽一 83-2072

4 (株)釘丸建設 堀立299-1 釘丸　智充 82-2700

5 大浜建設工業（株）豊前支店 八屋1614-6 菊地　邦利 84-1565

6 (有)宮崎組 六郎286-1 松本　新一 82-8174

7 （株）九州リテラ・ソリューション 八屋1614-6 門田　彩子 83-2205

8 (有)長野組 宇島320-1 長谷津　達也 83-2113

9 (株)協豊組 八屋751-1 垂永　豊秋 82-3105

10 松山建設(株)豊前支店 八屋322-59 津田　満 83-3270

11 (有)七ツ岩建設 挟間1207 垂永　知宜 83-0348

12 (株)松本組 八屋680-1 有吉　信敏 53-9356

13 (株)KM企画工房 永久307-1 岸本　浩昭 84-0828

14 ミヤフサ建設(株) 赤熊279-1 宮房　幸司 82-1015

16 (株)豊洋産業 川内2089 有吉　秀行 83-0378

17 福田建設 赤熊986-1 福田　信幸 82-1965

18 (株)尾家興産 久路土1590 尾家　清孝 82-5203

19 田中組 市丸149 田中　勝利 83-3621

20 (株)久保田組 吉木1184-7 久保田　哲也 82-2535

21 (有)谷崎組 今市438-4 谷崎　一男 82-0873

22 二葉建設(株) 三楽172 関　弘幸 82-1223

23 (有)吉田建設 久路土334-1 奥村　健二 83-2904

24 (有)エスアールシステム 小石原154-1 高野　敏治 84-0855

25 (株)金生建設 下川底308-1 金生　弘美 88-2046

26 松新建設(株) 松江948-1 筒井　精二 82-7178

27 (有)昴建設 八屋2231-3-101 小野　昌昭 83-3222

28 (有)東建設 鳥越766-7 福田　秀利 84-1188

30 (有）大建 市丸259 西田　潤蔵 82-1631

31 渡辺建設 三毛門1251-2 渡邉　英治 83-1865

32 安勝建設 才尾261 安髙　盟統 82-5048

35 (有)共眞建設 久路土1337-1 松田　征勝 82-5950

37 夕田組 挟間284 夕田　和正 82-5004

38 ヤスタケ産業(株) 塔田738 安武　仁 83-2828

39 (有)小石組 八屋1729-4 小石　賢一 83-2651

40 (有)梶谷産業 馬場1085 梶谷　勝己 83-2787

43 (株)アンテック 八屋517-1 安仲　佐登美 82-3448

44 (株)豊成建設 八屋1753-1 松下　武文 82-2374

46 (有）となり建設 山内214-1 戸成　祥平 88-3353

47 起産業(有） 宇島213 崔　起明 82-0923

48 山崎建設 赤熊854-1 山崎　征市 83-2161

50 景明建設 千束128 木山　三述 82-5394

53 くしの創建 今市144-25 久志野　則子 83-2573

55 畑建設 赤熊948-1 畑　博彦 83-2741

43 社



令和４年度市内業者（建築一式工事）

受付
番号

業者名 所在地 代表者名 電話番号

1 （株）ツボネ 清水町69-1 坪根　徳弘 82-8653

3 (株)石田組豊前支店 八屋1876-26 白石　陽一 83-2072

4 (株)釘丸建設 堀立299-1 釘丸　智充 82-2700

5 大浜建設工業（株）豊前支店 八屋1614-6 菊地　邦利 84-1565

10 松山建設(株)豊前支店 八屋322-59 津田　満 83-3270

13 (株)KM企画工房 永久307-1 岸本　浩昭 84-0828

14 ミヤフサ建設(株) 赤熊279-1 宮房　幸司 82-1015

18 (株)尾家興産 久路土1590 尾家　清孝 82-5203

20 (株)久保田組 吉木1184-7 久保田　哲也 82-2535

21 (有)谷崎組 今市438-4 谷崎　一男 82-0873

22 二葉建設(株) 三楽172 関　弘幸 82-1223

25 (株)金生建設 下川底308-1 金生　弘美 88-2046

28 (有)東建設 鳥越766-7 福田　秀利 84-1188

30 (有）大建 市丸259 西田　潤蔵 82-1631

35 (有)共眞建設 久路土1337-1 松田　征勝 82-5950

43 (株)アンテック 八屋517-1 安仲　佐登美 82-3448

44 (株)豊成建設 八屋1753-1 松下　武文 82-2374

46 (有）となり建設 山内214-1 戸成　祥平 88-3353

55 畑建設 赤熊948-1 畑　博彦 83-2741

19 社



令和４年度市内業者（その他業種）

受付
番号

業者名 許可を受けている業種 所在地 代表者名 電話番号

15 岩本塗装 管・水 松江997-27 岩本　一博 82-5129

29 (株)しげもり豊前支店 管 千束115-5 茂森　宏一郎 82-1078

33 (有)中井設備 管・水 大西1106-2 中井　和行 82-3711

34 (有)惠良工務店 管・水 四郎丸423-1 惠良　信吉 82-1696

36 (有)西電工業 管・水 宇島76-24 笹原　秀生 83-3567

41 ㈱下畑電設工業 と 久路土635-1 下畑　輝雄 82-8705

42 （株）大森塗装 管・水 高田499-2 大森　和教 83-3991

45 (有)山﨑工務店 電・機・管・水・消 宇島316-6 大久保　裕治 83-2839

49 (有)小路設備工業 管・水・電・土・ほ 宇島53-8 小路　秀樹 83-3075

51
よしはらエンジニアリング(株)
豊前営業所 管・水 宇島146 吉原　次郎 84-6910

52 (有)太田綜合設備 管・水 堀立439-1 太田　久枝 83-2510

54 (有)村口電機設備 電・管・水・消 岸井45-2 村口　春行 82-6008

56 (有)岩崎電気 電 赤熊407-2 岩﨑　真砂巳 83-2479

57 拓水設備 管・水・電・土・ほ・建・消・と八屋2287-1 大久保　剛 82-4546

14 社


