
令和５年２月２０日時点
登録番号 登録年月日 商号又は名称 所在地 電話番号
第１号 令和３年４月１５日 株式会社トガノ建設 島根県出雲市白枝町839番地２ 0853-23-1010 令和３年４月１５日 ～ 令和８年４月１５日
第２号 令和３年４月１５日 内藤建設工業株式会社 島根県出雲市大津町585 0853-22-6657 令和３年４月１５日 ～ 令和８年４月１５日
第３号 令和３年４月１５日 株式会社内藤組 島根県出雲市今市町257番地1 0853-21-0570 令和３年４月１５日 ～ 令和８年４月１５日
第４号 令和３年４月２７日 幸陽建設株式会社 島根県松江市浜乃木3-3-12 0852-23-2611 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第５号 令和３年４月２７日 高橋建設株式会社 島根県益田市遠田町3815番地１ 0856-23-2344 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第６号 令和３年４月２７日 松江土建株式会社 島根県松江市学園南二丁目３番５号 0852-21-3001 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第７号 令和３年４月２７日 有限会社三沢建設 島根県仁多郡奥出雲町小馬木43番地 0854-53-0718 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第８号 令和３年４月２７日 まるなか建設株式会社 島根県松江市玉湯町布志名767-52 0852-60-2288 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第９号 令和３年４月２７日 丸永建設株式会社 島根県安来市黒井田町1895番地３ 0854-22-2478 令和３年４月２７日 ～ 令和８年４月２７日
第１０号 令和３年５月１４日 今岡工業株式会社 島根県出雲市塩冶神前２丁目８番１６号 0853-23-7778 令和３年５月１４日 ～ 令和８年５月１４日
第１１号 令和３年５月１４日 株式会社植田建設 島根県雲南市大東町飯田130番地２ 0854-43-6156 令和３年５月１４日 ～ 令和８年５月１４日
第１２号 令和３年５月２０日 有限会社宮藤建設 島根県益田市高津町6-15-59 0856-22-0638 令和３年５月２０日 ～ 令和８年５月２０日
第１３号 令和３年６月２日 株式会社森本建設 島根県益田市あけぼの本町９番地８ 0856-23-2888 令和３年６月２日 ～ 令和８年６月２日
第１４号 令和３年６月２日 徳栄建設株式会社 島根県益田市下本郷町454番地1 0856-22-8103 令和３年６月２日 ～ 令和８年６月２日
第１５号 令和３年６月２日 永井建設株式会社 島根県江津市江津町1345番地1 0855-52-2840 令和３年６月２日 ～ 令和８年６月２日
第１６号 令和３年６月１５日 建築設計事務所飴屋工房 島根県安来市大塚町355番地3 0854-27-9308 令和３年６月１５日 ～ 令和８年６月１５日
第１７号 令和３年７月２７日 株式会社浜村建設 島根県出雲市大津町597番地 0853-21-1673 令和３年７月２７日 ～ 令和８年７月２７日
第１８号 令和３年７月２７日 株式会社伊原組 島根県浜田市京町61番地 0855-22-0403 令和３年７月２７日 ～ 令和８年７月２７日
第１９号 令和３年７月２７日 株式会社御船組 島根県出雲市今市町311番地9 0853-21-0808 令和３年７月２７日 ～ 令和８年７月２７日
第２０号 令和３年７月３０日 カナツ技建工業株式会社 島根県松江市春日町636番地 0852-25-5555 令和３年７月３０日 ～ 令和８年７月３０日
第２１号 令和３年８月６日 株式会社深田建設 島根県松江市東朝日町279番地２ 0852-23-5266 令和３年８月６日 ～ 令和８年８月６日
第２２号 令和３年８月６日 株式会社大前組 島根県松江市東出雲町出雲郷747番地１ 0852-52-2501 令和３年８月６日 ～ 令和８年８月６日
第２３号 令和３年８月１０日 株式会社都間土建 島根県雲南市三刀屋町給下622-1 0854-45-2521 令和３年８月１０日 ～ 令和８年８月１０日
第２４号 令和３年８月１１日 大畑建設株式会社 島根県益田市大谷町36番地3 0856-23-3530 令和３年８月１１日 ～ 令和８年８月１１日
第２５号 令和３年８月１１日 株式会社安部建設 島根県仁多郡奥出雲町下横田452番地 0854-52-0237 令和３年８月１１日 ～ 令和８年８月１１日
第２６号 令和３年８月３１日 宮田建設工業株式会社 島根県浜田市朝日町91番地13 0855-22-3388 令和３年８月３１日 ～ 令和８年８月３１日
第２７号 令和３年８月３１日 梅木建設株式会社 島根県雲南市三刀屋町三刀屋122番地1 0854-45-3777 令和３年８月３１日 ～ 令和８年８月３１日
第２８号 令和３年９月１６日 祥洋建設株式会社 島根県浜田市下府町327番地41 0855-23-6667 令和３年９月１６日 ～ 令和８年９月１６日
第２９号 令和３年９月３０日 有限会社増田住建 島根県邑智郡邑南町山田72番地３ 0855-83-0251 令和３年９月３０日 ～ 令和８年９月３０日
第３０号 令和３年１０月６日 岩成工業株式会社 島根県出雲市大社町杵築西1892番地 0853-53-5151 令和３年１０月６日 ～ 令和８年１０月６日
第３１号 令和３年１０月１３日 株式会社はたの産業 島根県大田市大田町大田イ660番地13 0854-82-0468 令和３年１０月１３日 ～ 令和８年１０月１３日
第３２号 令和３年１１月１１日 株式会社後藤建設 島根県飯石郡飯南町頓原2144番地 0854-72-0103 令和３年１１月１１日 ～ 令和８年１１月１１日
第３３号 令和３年１１月１１日 有限会社角田工務店 島根県松江市東出雲町揖屋1164番地8 0852-52-2848 令和３年１１月１１日 ～ 令和８年１１月１１日
第３４号 令和３年１１月１１日 有限会社藤井工務店 島根県大田市大田町大田イ1263-1 0854-82-2327 令和３年１１月１１日 ～ 令和８年１１月１１日
第３５号 令和３年１１月１１日 株式会社金見工務店 島根県松江市上乃木２丁目18－1 0852-25-6025 令和３年１１月１１日 ～ 令和８年１１月１１日
第３６号 令和３年１１月１６日 一畑工業株式会社 島根県松江市千鳥町24番地 0852-21-5242 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第３７号 令和３年１１月１６日 有限会社神門組 島根県大田市大田町吉永1648番地2 0854-82-2689 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第３８号 令和３年１１月１６日 田中工業株式会社 島根県雲南市木次町下熊谷1098番地8 0854-42-0473 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第３９号 令和３年１１月１６日 林谷工業株式会社 島根県松江市東津田町804番地1 0852-24-3310 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第４０号 令和３年１１月１６日 株式会社増原産業建設 島根県松江市宍道町白石1833番地1 0852-66-1000 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第４１号 令和３年１１月１６日 幸和建設株式会社 島根県雲南市木次町新市176番地 0854-42-0506 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第４２号 令和３年１１月１６日 株式会社堀工務店 島根県大田市波根町665番地 0854-85-8151 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第４３号 令和３年１１月１６日 若林建設株式会社 島根県松江市西津田二丁目1番24号 0852-21-2333 令和３年１１月１６日 ～ 令和８年１１月１６日
第４４号 令和３年１１月２２日 今井産業株式会社 島根県江津市桜江町川戸472番地1 0855-92-1321 令和３年１１月２２日 ～ 令和８年１１月２２日
第４５号 令和３年１１月２４日 有限会社井口建設 島根県大田市大田町大田ロ991番地11 0854-82-0467 令和３年１１月２４日 ～ 令和８年１１月２４日
第４６号 令和３年１１月２６日 株式会社サンクラフト 島根県浜田市熱田町1598番地 0855-27-0077 令和３年１１月２６日 ～ 令和８年１１月２６日
第４８号 令和３年１１月３０日 株式会社三木工務店 島根県浜田市原町51番地 0855-23-1622 令和３年１１月３０日 ～ 令和８年１１月３０日
第４９号 令和３年１１月３０日 株式会社川村工務所 島根県浜田市旭町丸原70-1 0855-45-1332 令和３年１１月３０日 ～ 令和８年１１月３０日
第５０号 令和３年１１月３０日 堀建設株式会社 島根県鹿足郡津和野町枕瀬575番地9 0856-74-0351 令和３年１１月３０日 ～ 令和８年１１月３０日
第５１号 令和３年１１月３０日 有限会社正木建設 島根県飯石郡飯南町上来島126番地 0854-76-2359 令和３年１１月３０日 ～ 令和８年１１月３０日
第５２号 令和３年１２月８日 岩崎建設有限会社 島根県出雲市塩冶町1073番地1 0853-22-3630 令和３年１２月８日 ～ 令和８年１２月８日
第５３号 令和３年１２月８日 株式会社渡辺工務店 島根県隠岐郡隠岐の島町栄町1188番地 08512-2-1251 令和３年１２月８日 ～ 令和８年１２月８日
第５４号 令和３年１２月８日 ヒロシ株式会社 島根県出雲市上塩冶町2453-3 0853-23-4479 令和３年１２月８日 ～ 令和８年１２月８日
第５５号 令和３年１２月９日 株式会社中筋組 島根県出雲市姫原町262番地 0853-22-8111 令和３年１２月９日 ～ 令和８年１２月９日
第５６号 令和３年１２月９日 有限会社西工務店 島根県出雲市斐川町中州545番地 0853-72-8202 令和３年１２月９日 ～ 令和８年１２月９日
第５７号 令和３年１２月９日 昭和開発工業株式会社 島根県出雲市西郷町334番地１ 0853-63-3327 令和３年１２月９日 ～ 令和８年１２月９日
第５８号 令和３年１２月１０日 有限会社糸賀工務店 島根県仁多郡奥出雲町三成285番地 0854-54-1555 令和３年１２月１０日 ～ 令和８年１２月１０日
第５９号 令和３年１２月１７日 有限会社勝山建設 島根県仁多郡奥出雲町三成223番地 0854-54-0575 令和３年１２月１７日 ～ 令和８年１２月１７日
第６０号 令和３年１２月２２日 株式会社豊洋 島根県松江市西川津町2108-3 0852-28-1111 令和３年１２月２２日 ～ 令和８年１２月２２日
第６１号 令和３年１２月２７日 株式会社原工務所 島根県江津市敬川町1306番地３ 0855-53-0311 令和３年１２月２７日 ～ 令和８年１２月２７日
第６２号 令和４年１月１２日 株式会社フクダ 島根県出雲市斐川町沖洲1080番地 0853-72-0201 令和４年１月１２日 ～ 令和９年１月１２日
第６３号 令和４年１月２１日 大栄建設株式会社 島根県益田市乙吉町イ205番地３ 0856-23-1725 令和４年１月２１日 ～ 令和９年１月２１日
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第６４号 令和４年５月１６日 株式会社小林建設 島根県出雲市里方町1052-1 0853-21-3631 令和４年５月１６日 ～ 令和９年５月１６日
第６５号 令和４年５月３０日 江津土建株式会社 島根県江津市江津町1333番地 0855-52-2028 令和４年５月３０日 ～ 令和９年５月３０日
第６６号 令和４年７月１２日 株式会社中澤建設 島根県雲南市掛合町掛合2429番地2 0854-62-0219 令和４年７月１２日 ～ 令和９年７月１２日
第６７号 令和４年９月１４日 岩見建設有限会社 島根県益田市かもしま西町６番21 0856-22-8268 令和４年９月１４日 ～ 令和９年９月１４日
第６８号 令和４年１０月２０日 株式会社吉崎工務店 島根県隠岐郡隠岐の島町東郷亀尻5番地1 08512-2-1574 令和４年１０月２０日 ～ 令和９年１０月２０日
第６９号 令和５年 １月２４日 中外商工株式会社　山陰営業所 島根県松江市竹矢町川田1685番地17号 0852-37-1423 令和５年 １月２４日 ～ 令和１０年 １月２４日
第７０号 令和５年 ２月２０日 株式会社　山興 島根県出雲市塩冶有原町５丁目４４番 0853-25-7688 令和５年 ２月２０日 ～ 令和１０年 ２月２０日


