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14 梶原建設／梶原弘美 梶原　弘美 浜田 浜田市田橋町４４０ 0855-27-1668 R3.12.5
63 エコックス中国／山内直哉 山内　直哉 松江 松江市坂本町４６２－１０ 0852-34-1496 R4.2.8

101 松本光明 松本　光明 出雲 出雲市塩冶有原町６丁目１４番地６ 080-5236-2034 H30.7.12
103 相美／相見茂樹 相見　茂樹 松江 松江市乃木福富町５９３－４ 0852-26-6692 H30.9.4
112 ヒロコ―／菅井　宏幸 篠村　貢 松江 安来市植田町７７９ 08514-6-0590 R1.10.8
113 河野建築／河野　和人 河野　和人 益田 島根県鹿足郡津和野町耕田９５－１ 0856-72-3468 R2.8.13
114 (株)三次衛生工業社 松浪　俊博 渡邊　泰宏 県外 広島県三次市四拾貫町４８－２ 0824-63-4453 R2.9.28
115 川上建設／川上　勝 川上　勝 県央 大田市大田町大田イ１４８４ 0854-82-5808 R3.1.5
118 岡田商事　岡田秀樹 岡田　秀樹 雲南 雲南市三刀屋町三刀屋９８－２ 0854-45-5139 R4.3.30
122 ダイコウ建設（株） 宮本　大輔 渡部　雄二 松江 松江市東津田町８５７－５ 0852-67-2031 R4.11.9
124 (株）CSK 永禮　司 永禮　尊大 県外 香川県高松市香川町川東下２８-１ 087-879-8153 H30.8.17
126 ライフアシスト/早川　健司 　 早川　健司 松江 松江市八雲町平原３４５－２ 080-1649-4408 H30.10.10
127 高野桂一 　 三上　征夫 松江 松江市馬潟町178番地2八幡団地414 090-1188-8253 H31.3.7
129 新井工業／新井一輝 　 新井　浩 県外 鳥取県米子市淀江町小浜1208-5 0859-56-5673 R1.5.27
130 (有)出羽資材 出羽　美十二 出羽　美十二 出雲 出雲市美談町７６ 0853-62-5162 R1.6.6
131 松川工業／松川　昇 松川　昇 県央 邑智郡美郷町都賀西３９９－１ 0855-82-2711 R1.6.12
132 (合）ユニティ 吉田　俊則 岡本　潔 浜田 浜田市金城町下来原１０６７－５ 0855-42-2718 R1.6.14
135 (株)宮建 宮田　樹 宮田　樹 出雲 出雲市高岡町１５４ 0853-21-6602 R1.9.2
136 雲州産業(株) 小村　亮太 西谷　智 出雲 出雲市稗原町３２４８－１ 080-2935-6977 R1.10.24
137 川本建設／川本　進 川本　進 浜田 浜田市旭町今市１１２６ 0855-45-0216 R1.11.7
139 悠新／石川　祥太 石川　祥太 県央 大田市大田町吉永１３００－７ 090ｰ7375ｰ6020 R2.1.17

141 青建工／青木　俊輔 青木　俊輔 出雲
出雲市高松町９０１
エクセレント・ハウスⅡ１０３

090-5691-8955 R2.2.4

143 山本建築／山本　常造 山本　篤史 松江 松江市鹿島町武代１８３－５ 0852-82-2272 R2.2.27
144 （株）オークレイ 廣瀬　武史 泉谷　彰伯 県外 京都府木津川市木津川台7丁目11-1 0774-72-5876 R2.3.2
146 （株）Ｏ．Ｒ．Ｃ 山本　洋紀 安部　浩二 雲南 仁多郡奥出雲町下横田１６５２－１ 0854-52-0755 R2.5.18
147 （株）クリーン 齋藤　功一 村上　隆 隠岐 隠岐郡隠岐の島町都万５２２９ 08512-6-2111 R2.5.19
148 広瀬建設／佐々木　美也子 佐々木　雅宏 県外 広島県安芸高田市甲田町下小原424 090-3375-7248 R2.6.3
150 （株）ＳＥＩＷＡ 高木　正和 高木　正和 浜田 浜田市元浜町１６２－６ 0855-23-1983 R2.6.22
152 ＴＡＭＡＧＡＷＡ（株） 玉川　卓 玉川　卓 県外 広島県広島市安佐北区三入6-11-23 082-557-6836 R2.8.5
153 （株）明和工業 片寄　和明 板垣　一 出雲 出雲市浜町１１４２ 090-8713-6934 R2.9.23
154 （株）ヨシモリ建設 吉森　一真 吉森　一真 県外 広島県広島市安佐北区落合南7-3-33 082-841-2030 R2.10.1
155 若田　宗則 西村　俊一 県外 鳥取県米子市三本松３－５－９ 0859-33-7246 R2.10.28
156 （株）ネクスト 櫻井　利光 糸賀　啓佑 出雲 出雲市白枝町２８１－２ 080-1948-3622 R2.11.26
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157 （株）晃和 本池　和也 本池　和也 県外
鳥取県米子市夜見町2395-5
コーポプランタン201号

0859-49-2765 R2.12.2

160 （株）協悠架設 寺敷　洸太 森田　晶士 県央 大田市温泉津町上村３３－１ 0855-65-3652 R3.2.4
161 檜建設工業／池田　誠 池田　誠 松江 安来市広瀬町広瀬１２４－２４ 0854-32-3419 R3.2.15
162 細井左工／細井　馨 細井　馨 雲南 雲南市三刀屋町殿河内８６５－１ 0854-45-4668 R3.3.11

163 (株)博将工業 青木　将貴 青木　将貴 松江
松江市東津田町2323-1
ヴィラやすらぎ105号室

080-5757-0608 R3.4.14

165 Ｋ・Ｙ・Ｓ（株） 原　康浩 原　康浩 松江 松江市東出雲町揖屋３７５－１ 0852-67-2233 R3.5.10
166 ヤマダ産業／山田　康則 山田　康則 浜田 浜田市松原町２８９－１－２０１ 0855-23-6587 R3.5.14
168 当田建築／當田　英継 當田　英継 浜田 浜田市金城町下来原１３１－１ 090-4148-1607 R3.7.21
169 （株）ＫＭＮ 齋藤　正人 上坂　昭伍郎 松江 松江市東本町１－３６ 0852-27-0430 R3.8.2
171 グローバルブリッジ（合） 坂本　裕太 日野　保 松江 松江市津田町３０５ 0852-20-3000 R3.8.4
173 ダイヤ／加藤　ト夢 加藤　ト夢 松江 松江市玉湯町湯町１５１－３ 070-2366-1208 R3.9.29
174 上広産業（株） 曹　騏 曹　騏 県外 広島市中区江波南１－３８－１２－２ 080-3880-7341 R3.9.29
176 ＯＤＨ／永井　博行 永井　博行 出雲 出雲市上塩冶町２５１３－１９ 090-5372-9354 R3.12.27
177 （株）トランジット 下野　裕 下野　裕 隠岐 隠岐郡海士町大字御波１－２ 08514-2-0829 R4.3.7
178 （有）美建興業 齋木　美行 齋木　美行 松江 安来市清井町３４８－１ 0854-27-0405 R4.3.7
179 （合）シンキ 長島　春樹 長島　春樹 松江 松江市東津田町740アヴニールヴィラ栂前C102 0852-59-9686 R4.6.17
180 （株）エクスプライド 野津　政人 中島　正人 出雲 出雲市中野町８５３－１１ 0853-25-7733 R4.7.14
181 （株）玲和工業 中重　幸兵 田原　和久 県外 広島県三次市西酒屋町１１６０－１ 0824-55-6456 R4.7.22
182 （株）ユニべーション 野間田　直樹 野間田　直樹 県外 鳥取県米子市古市１３５－６ 0859-30-2597 R4.8.5
183 e-トラスト／榎並　宏明 榎並　宏明 益田 益田市高津町ロ４５８－３４ 090-4694-9974 R4.8.29
184 （株）ＮＥＸＴ　ＯＮＥ 勝部　隆晴 加茂　俊平 出雲 出雲市古志町９５８－３ 0853-25-9057 R4.9.7
185 建洋／中尾　洋二 中尾　洋二 出雲 出雲市湖陵町板津８８０－１ 0853-27-9181 R4.9.7
186 中島ハウジング／中島　義夫 中島　義夫 松江 松江市東津田町２１６８－１０１ 0852-69-4370 R4.11.14
187 丸貴工業（有） 吉川　竜太郎 吉川　竜太郎 出雲 出雲市浜町１９５１－１ 0853-27-9933 R4.10.20
188 （株）かもん 福田　映了 常松　國治 松江 松江市雑賀町７２８－１ 0852-67-2202 R4.11.7
189 （株）金海商会 金海　慶一 金海　慶一 雲南 仁多郡奥出雲町三成５９８－１ 0854-54-0295 R4.11.7
190 （株）コーケン 原田　浩明 森本　健嗣 松江 安来市下坂田町２９０－５ 0854-23-7340 R4.11.24
191 （株）アイリーワン 市場　真由美 市場　幸夫 浜田 浜田市浅井町１４４３－１２ 0855-22-5155 R4.11.24
192 ＴＦ工業（株） 高木　和幸 高木　和幸 雲南 雲南市加茂町神原９４２－１ 0854-47-7721 R5.2.1
193 木村建築／木村　孝司 木村　孝司 県央 邑智郡川本町大字川下１１９３ 0855-72-0941 R5.2.13
194 古谷水産／古谷　光教 古谷　光教 隠岐 隠岐郡知夫村１６３－５ 090-6830-5616 R5.3.10


