＜神奈川県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

株式会社 アール・エヌ・ゴトー

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 神奈川県川崎市中原区新城中町１６－１０

TEL

FAX

044-777-5158

044-777-5120

所属仮設安全監理者名
渡邊 浩志

【12344】

愛甲建設 株式会社

3人 神奈川県厚木市飯山１０８６-２４

046-242-0927

046-242-0295

株式会社 アイシン

1人 神奈川県横浜市港南区笹下２-２３-２５

045-847-2151

045-847-2163

近藤 浩実

【11053】

1人 神奈川県横浜市中区本町２－１５ 横浜大同生命ビル

045-681-4961

045-651-6747

千田 勝幸

【16716】

株式会社 青柳組

1人 神奈川県横浜市中区野毛町１丁目２９番地

045-231-3421

045-242-3763

青柳工務店

2人 神奈川県茅ヶ崎市代官町６-１９

0467-51-0757

0467-51-0757

浅岡建設 株式会社

3人 神奈川県茅ヶ崎市元町１２番９号

0467-82-0166

0467-83-9148

アサヒペイント 株式会社

1人 神奈川県横浜市旭区川島町１７２１

045-308-5867

045-371-5411

渡邉 裕一郎

【15435】

株式会社 アメニティプラン

1人 神奈川県小田原市酒匂２-２９-２

0465-47-8675

0465-47-8675

株式会社 アリマ

1人 神奈川県横浜市戸塚区平戸３－１２－５

045-824-5551

045-824-5552

株式会社 安藤建設

1人 神奈川県横浜市磯子区中原２－１－１９

045-772-2121

045-771-6834

株式会社 石邦建設

1人 神奈川県座間市四ツ谷７８１-１

046-253-9186

046-256-3010

石井 寿佳

【11280】

石田建設 株式会社

3人 神奈川県横浜市泉区岡津町１５７３番地

045-811-4721

045-812-6364

出雲浄水 株式会社

1人 神奈川県小田原市中里２０３－２

0465-42-4721

0465-42-4521

今泉産業 株式会社

1人 神奈川県厚木市飯山３０１８

046-247-8161

0246-248-3078

株式会社 入江土木

1人 神奈川県相模原市小山２-７-２２

042-773-7222

042-774-6358

イワオ塗研 株式会社

2人 神奈川県川崎市川崎区池上新町１－１０－５

044-201-7625

044-201-7696

株式会社 永建

1人 神奈川県相模原市中央区渕野辺２－１１－９

042-756-4777

042-756-4777

永井 利幸

【15716】

有限会社 エースワイ

4人 神奈川県座間市四ツ谷５－２

046-298-4710

046-298-4711

Ｈ．Ｓｃａｆｆｏｌｄ

2人 神奈川県川崎市麻生区上麻生７－２０－５－４０４

044-455-4640

044-455-4640

田中 美輝

【15727】

大屋 慎吾

【15728】

久保田 正勝

【10763】

髙野 喜孝

【11544】

黒木 誠

【11545】

あおみ建設 株式会社

横浜支店

株式会社 エス・ケイ・ディ

3人 神奈川県平塚市四之宮１-８-５６

0463-32-0753

0463-34-9777

株式会社 エヌシー

1人 神奈川県横浜市港北区岸根町３５-１

045-470-7070

045-470-7071

株式会社 エルライン

1人 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２－３ 田口ビルディング２０２

045-508-1070

045-508-1071

小泉 淳

【120879】

3人 神奈川県三浦市宮川町１１－１０

046-881-6020

046-882-6231

遠藤 裕一

【15447】

白川 一之

【15448】

遠藤 裕矢

【15449】

橋本 正人

【11764】

本間 楯夫

【11275】

森重 正和

【11765】

（代表取締役 浅野 勝人）
有限会社 遠藤土木

大岩産業 株式会社

1人 神奈川県厚木市下依知３００-３

046-204-1551

046-204-0123

大智建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市港北区大豆戸町１１８７番地

045-401-8422

045-402-1180

株式会社 大西工務店

1人 神奈川県茅ヶ崎市西久保１４９３番地１２

0467-85-4625

0467-85-1055

大野建設 株式会社

3人 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０７１-１

046-285-6321

046-285-6380

大野土建 株式会社
株式会社 大林組

さがみ縦貫相模川工事事務所

株式会社 大本組
株式会社 尾島製作所
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

横浜機材センター

1人 神奈川県愛甲郡愛川町中津７４３９

046-285-1035

046-285-0139

1人 神奈川県相模原市緑区城山１－１０－１

042-851-2493

042-851-2494

松﨑 康晴

【15723】

1人 神奈川県厚木市棚沢字市島山１１６５

046-243-5517

046-280-4831

児玉 剛

【12986】

3人 神奈川県横浜市泉区和泉町３３００

045-804-7191

045-802-2181

阿部 真一

【01255】
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＜神奈川県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

（代表取締役 増田 信之）
岡山建設 株式会社

2人 神奈川県横浜市西区御所山町６-２ 岡山ビル

045-241-1311

045-241-6967

株式会社 小川工務店

1人 神奈川県茅ヶ崎市元町１０番４号

0467-85-3145

0467-82-9770

有限会社 オフィスミウラアンドパートナーズ

1人 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘１－７－１６

044-954-2882

044-954-2882

株式会社 小俣組

1人 神奈川県横浜市南区新川町５-２８

045-251-3707

045-261-2249

株式会社 ガイアートT・K

2人 神奈川県横浜市旭区白根２－７－１４

045-958-1655

045-958-1658

柏原建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市港南区野庭町６５９-１７

045-844-2217

045-846-5172

鹿島環境設備 株式会社

1人 神奈川県川崎市中原区下小田中６－９－３３

044-777-1440

044-788-8117

1人 神奈川県横浜市西区北軽井沢６３番地

045-312-8074

045-312-8447

044-211-1613

044-211-1597

鹿島道路 株式会社

横浜支店 工事部建築課

株式会社 カシワバラ・コーポレーション

17人 神奈川県川崎市大島３－３６－７

所属仮設安全監理者名

FAX
生駒 智英

【01619】

多田 明弘

【01414】

青柳 大

【13345】

村上 敦

【12874】

西村 哲

【12875】

嘉屋 毅

【12878】

伊藤 彰浩

【12880】

堀内 章弘

【12882】

佐藤 和雄

【12883】

日比野 清香

【12884】

与那嶺 修

【12885】

谷川 義人

【12886】

石黒 純一

【12887】

与那嶺 等

【12888】

大橋 正則

【12892】

榛澤 雅之

【12893】

赤桐 正和

【15413】

南秀之

【15416】

株式会社 加藤組鉄工所

1人 神奈川県横浜市西区北幸２-８-１９

045-311-2141

045-311-2143

白岩 忠弘

【10082】

株式会社 加藤工務店

1人 神奈川県鎌倉市岡本２-１９-１７

0467-46-2021

0467-46-7310

加藤 一幸

【11037】

株式会社 門倉組

1人 神奈川県藤沢市辻堂元町４-１７-２２

0466-36-4927

0466-34-5780

鹿取建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市中区末吉町３－６７

045-231-2384

045-231-8914

堂上 武志

【12160】

金子工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５６０－５

045-962-4440

045-962-4438

平尾 好伸

【12913】

有限会社 金丸工務店

3人 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡２－２０－１５

045-822-4546

045-822-4004

株式会社 鎌倉日本土木

1人 神奈川県鎌倉市大町５－１－１１

0467-22-5123

0467-25-4281

株式会社 蒲谷工務店

2人 神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目２番地１１

0465-63-6118

0465-63-2170

亀井工業 株式会社

2人 神奈川県茅ヶ崎市南湖１－４－２５

0467-86-1111

0467-86-5051

株式会社 関電工

1人 神奈川県横浜市西区平沼１－１－８

045-393-9637

045-320-8688

蓑方 博樹

【16372】

関東建設工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市神奈川区台町１－８

045-312-7291

045-312-7253

株式会社 紀ノ山サービス

1人 神奈川県川崎市川崎区渡田東町１－４

044-328-1305

044-328-1306

山田 直人

【120373】

4人 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－４ GOTOHﾋﾞﾙ７Ｆ

045-477-4888

045-477-4890

キョーワ 株式会社
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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＜神奈川県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

FAX

所属仮設安全監理者名

（取締役会長 神谷 邦明）
株式会社 菊池電業社

1人 神奈川県川崎市川崎区四谷上町２－９

044-266-3648

044-266-3790

株式会社 菊地原建設工業

2人 神奈川県相模原市津久井町根小屋１３２１－１

042-784-0133

042-784-0040

株式会社 キョウテクス

1人 神奈川県厚木市酒井２３３１－３

046-220-1775

046-220-1776

有限会社 協立工業

3人 神奈川県横浜市泉区和泉町２１３５-４

045-803-1906

045-803-4396

株式会社 清川建設

2人 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷３２０６

046-288-2144

046-288-2935

極東塗装工業 株式会社

2人 神奈川県横浜市鶴見区佃野町１－９

045-571-1157

045-575-4572

熊沢電気 株式会社

1人 神奈川県横浜市南区南太田１－１６－１５

045-713-3600

045-713-3601

株式会社 クワコー

2人 神奈川県茅ヶ崎市若松町６－２４

0467-85-7975

0467-87-5389

株式会社 Ｋ２

1人 神奈川県横須賀市船越町８－７－１２

株式会社 小泉建設

046-860-0803

046-860-0804

4人 神奈川県藤沢市柄沢６１７－１

0466-22-7714

0466-50-5745

1人 神奈川県横浜市戸塚区前田町１００番

045-822-7101

045-823-8011

株式会社 興建

1人 神奈川県川崎市中原区今井仲町３７５－３

044-733-2325

044-722-4425

甲信電気 株式会社

1人 神奈川県川崎市宮前区馬絹６０９－１

044-888-4869

044-888-4398

晃陽電設 株式会社

1人 神奈川県横浜市港北区篠原町１１８４

045-433-1110

株式会社 コーケン

6人 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２の７

045-778-3771

045-772-8661

株式会社 コクサイテクノ

2人 神奈川県川崎市川崎区池田１－４－５

044-201-2100

044-201-2115

1人 神奈川県厚木市中町３－１８－５

046-221-3388

046-224-0962

5人 神奈川県厚木市栄町１-２-２

046-221-4545

046-221-2537

小糸工業 株式会社

国土開発工業 株式会社

東京店

第1土木部

株式会社 小島組
小雀建設 株式会社

K２ビル

14人 神奈川県横浜市戸塚区小雀町１２９－３

045-851-3678

045-852-1682

菊池 信幸

【12337】

千葉 良平

【15409】

野月 裕臣

【16366】

桑水流 大和

【16367】

鈴木 悦史

【15731】

水島 国彦

【13281】

蓮沼 芳雄

【12902】

茂泉 周一

【13528】

遠藤 賢太郎

【13603】

福岡 圭一郎

【13606】

池田 浩平

【12349】

堀内 将也

【12350】

江部 俊作

【121336】

小寺 正記

【14216】

福谷 剛

【11048】

峯本 正直

【11036】

杉沢 晴喜

【11776】

佐々木 薫

【17480】

株式会社 小寺工務店

1人 神奈川県茅ヶ崎市松が丘２－１２－３８

0467-26-3300

0467-26-3301

寿建設工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市南区吉野町２-５

045-231-0552

045-231-2651

株式会社 後藤興業

2人 神奈川県川崎市川崎区桜本２丁目３７番４号

044-299-1637

株式会社 小林組

1人 神奈川県横須賀市馬堀町１-２-１３

046-835-0159

046-834-9431

4人 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町１－１１ 大和ビル１階

045-505-5306

045-505-5307

株式会社 斉藤建設

1人 神奈川県鎌倉市扇ガ谷４-５-８

0467-25-0567

0467-23-3972

株式会社 サカエ塗装

1人 神奈川県横浜市港南区笹下１-１-２１

045-843-7138

045-845-9610

株式会社 サカクラ

2人 神奈川県横浜市磯子区岡村７-３５-１６

045-753-5000

045-753-5836

株式会社 相模土建

1人 神奈川県相模原市新磯野２丁目１３番地１５号

042-743-2222

042-743-2256

株式会社 佐々木機械土木

1人 神奈川県綾瀬市上土棚北２-１２-１０

0467-78-7193

0467-77-8661

佐々木建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市旭区小高町５９-１０

045-370-0251

045-370-0252

株式会社 佐々木工業

2人 神奈川県川崎市宮前区神木本町４－１６－２ サン・バロン１０２号

044-572-8394

株式会社 佐藤組

2人 神奈川県足柄上郡開成町吉田島1592-1

0465-83-0500

0465-83-0569

亀井 保至

【11038】

座間市役所

3人 神奈川県座間市緑ヶ丘１－１－１

046-255-1111

046-255-3550

松尾 直樹

【16368】

株式会社 三央興業

2人 神奈川県海老名市河原口２－１６－５ サニーコートⅢ１０１

046-240-9014

046-240-9015

荒井 仁

【16585】

株式会社 サーブ

本社

（代表取締役社長 伊藤 寛）

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

三共建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市西区平沼１-３０-７

045-321-0929

045-324-5087

株式会社 山光建設

2人 神奈川県厚木市岡田５丁目１７番１６号

046-228-4276

046-228-9599

1人 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８１５

045-383-0032

045-383-0976

3人 神奈川県厚木市南町２７-１７

046-228-8885

046-229-6194

045-505-7435

045-505-8902

株式会社 三征

本社

所属仮設安全監理者名

FAX
宮田 匡章

【16586】

猪股 祥光

【14226】

小野尾 貴士

【14230】

村田 浩司

【14238】

糸永 憲司

【14315】

山田 光一

【14327】

大貫 祐輔

【14332】

田中 広樹

【14333】

稲村 康

【14334】

中川 洋一

【14778】

尾関 達彦

【15786】

早瀬 潤一

【16374】

久保田 聡

【17532】

筒井 健多

【17533】

徳永 佳照

【17746】

前田 典明

【120856】

鈴木 昭教

【17755】

辻 訓史

【121148】

奈良 諭

【121523】

（代表取締役 岸 昌彦）
サンハウス 株式会社
ＪＦＥエンジニアリング 株式会社

29人 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１

ＪＦＥ工建 株式会社

1人 神奈川県横浜市鶴見区小野町８８番地

045-505-7281

045-505-7284

株式会社 重田組

2人 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１丁目１４０７番地

044-411-3891

044-411-3489

有限会社 周英企画

1人 神奈川県川崎市川崎区貝塚１－２－２ 加賀田ビル３Ｆ

044-245-4505

044-233-1466

株式会社 秀建

1人 神奈川県都筑区大丸２３－６

045-942-3355

045-942-3354

田中 直行

【12891】

有限会社 住宅営繕

2人 神奈川県藤沢市葛原２５２７－１

0466-48-7359

0466-48-7346

堀本 浩規

【15785】

株式会社 湘南推進工業

2人 神奈川県高座郡寒川町大蔵９１５－１

0467-73-0666

0467-73-4832

ショーボンド建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市金沢区福浦１丁目６－１０

045-782-9811

045-782-9812

白崎建設 株式会社

2人 神奈川県横浜市港北区菊名７－７－２８

045-431-1122

045-431-0641

佐々木 毅

【12353】

3人 神奈川県横浜市神奈川区上反町２－２５

045-321-5249

045-321-8124

阿部 光弘

【00123】

榎本 寿美雄

【00140】

堤 誠

【01385】

山田 優

【15947】

庭和田 信一

【15948】

真家 淳一

【15960】

九嶋 肇

【15961】

株式会社 シンコー架設

本社

（代表取締役 坂本 恵一）
新興プランテック 株式会社

1人 神奈川県横浜市磯子区新磯子町２７－５

045-758-1950

045-758-1999

シンヨー 株式会社

9人 神奈川県川崎市川崎区大川町８－６

044-366-4771

044-366-7091

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

親和興業 株式会社

株式会社 杉孝
（代表取締役 杉山 信夫）

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

5人 神奈川県横浜市瀬谷区中央１６-２０

045-301-5711

045-301-5741

本社

8人 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 横浜ｲｰｽﾄｽｸｴｱ５F

045-444-0835

045-444-0836

横浜営業所

2人 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 横浜ｲｰｽﾄｽｸｴｱ５F

045-444-0874

045-444-0875

川崎営業所

1人 神奈川県川崎市川崎区東田町１－２ NKF川崎ビルディング

044-223-2133

044-223-2136

京浜機材センター

1人 神奈川県川崎市川崎区扇町５３ JFE東日本製鉄所内

044-366-5371

044-366-5379

足場安全コンサルティング課

5人 神奈川県川崎市川崎区渡田向町８－５ 杉孝ﾋﾞﾙ

044-211-4923

044-211-8614

都市緑化課

3人 神奈川県川崎市川崎区渡田向町８－５ 杉孝ﾋﾞﾙ

044-221-7617

所属仮設安全監理者名

FAX

044-221-7618

松村 大輔

【15973】

日下 攻

【120367】

石川 洋一郎

【11513】

小泉 卓哉

【12561】

高階 智宏

【13534】

中村 良吉

【11514】

齋藤 樹

【00177】

植田 憲明

【02085】

片野坂 孝成

【02017】

廣木 晃正

【02086】

山本 武

【01814】

大久保 卓也

【00141】

並河 康一

【00219】

中西 恵介

【00210】

設備営業所

1人 神奈川県川崎市川崎区渡田向町８－５ 杉孝ﾋﾞﾙ

044-221-7905

044-221-7903

横須賀機材センター

1人 神奈川県横須賀市浦郷町５－２９３１－１４

046-869-4151

046-869-4152

厚木機材センター

3人 神奈川県厚木市上依知２８４７－１

046-204-0234

046-245-0627

橋梁営業所

2人 神奈川県川崎市川崎区渡田向町８－５ 杉孝ビル３F

044-211-8663

044-211-6018

設計開発課

3人 神奈川県川崎市川崎区渡田向町８－５ 杉孝ビル２F

044-245-1020

044-211-8614

株式会社 杉崎工務店

1人 神奈川県小田原市寿町４-９-２６

0465-34-8914

0465-35-6266

杉崎 勝成

【10765】

有限会社 杉田組

2人 神奈川県川崎市川崎区田島町１０－１４

044-366-8208

044-366-8209

杉田 秀雄

【14448】

杉田 良雄

【14449】

鈴木 清

【16706】

大川 雄

【10031】

信田 純一

【10032】

公平 康雄

【16698】

深澤 正昭

【16701】

山田 和樹

【15410】

新渡戸 文則

【14833】

末吉 勉

【14834】

日下 光次

【14832】

河野 隆幸

【13102】

鈴木土木 株式会社

1人 神奈川県横浜市中区大和町１-２７

045-623-8641

鈴木労働安全コンサルタント事務所

1人 神奈川県横浜市緑区三保町２７１０－１８４

045-936-2471

株式会社 住吉工務店

2人 神奈川県横浜市南区宿町一丁目２８番地

045-711-5577

株式会社 スルガコーポレーション
世紀東急工業 株式会社

2人 神奈川県横浜市神奈川区台町１５－１

045-742-7491
045-314-3403

2人 神奈川県伊勢原市高森台３－２－１

0463-97-7611

0463-97-7610

創建株式会社

1人 神奈川県横浜市緑区三保町２３９７－２

045-507-6971

045-507-6981

大栄建設工業 株式会社

1人 神奈川県茅ヶ崎市円蔵２２２１番地

0467-87-1529

0467-87-1668

3人 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町５４０－１３

045-373-8788

045-371-8880

株式会社 大勝

横浜支店県央営業所

045-326-0204

045-623-8645

羽沢事業所

1人 神奈川県横浜市西区平沼１－３－１３

045-326-2727

045-326-2665

大勝建設 株式会社

1人 神奈川県茅ヶ崎市中海岸１－１－５８

0467-86-2600

0467-83-6900

株式会社 大晃

1人 神奈川県横浜市泉区岡津町１７５３

045-342-7596

045-342-7597

5人 神奈川県横浜市中区太田町４－５５ 横浜馬車道ビル８F

045-212-3923

045-212-3996

大興物産 株式会社
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

株式会社 大勝建設
大成建設 株式会社
大成ロテック 株式会社

仮設安全
監理者
所属数
1人 神奈川県厚木市及川１０７１

事業所住所

FAX

046-241-5731

046-241-9611

渋谷 将司

【13602】

横浜支店

2人 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－３

045-227-5902

045-227-5908

依田 篤士

【14800】

塩浜土木作業所

1人 神奈川県川崎市扇町１２－１

044-333-3671

044-333-3672

佐藤 弘治

【14836】

横浜営業所

2人 神奈川県横浜市旭区上川井町８２７－１

045-922-5900

045-921-7417

3人 神奈川県横須賀市逸見が丘２－９

046-820-2408

046-820-2418

石井 源次郎

【13522】

干場 真更

【13523】

井出 寛道

【13524】

田窪 弘

【15234】

竹尾 淳

【15235】

押田 健一

【15236】

浜田 隆雄

【15237】

大東 淳一

【15238】

浅羽 篤

【13594】

久我 一臣

【13595】

株式会社 泰峰

太陽開発工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３－４－６

045-583-8300

045-582-6179

大洋建設 株式会社

2人 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５７

045-861-0025

045-861-0020

7人 神奈川県横浜市南区高砂町２－１９－５

045-225-8200

045-225-8201

株式会社 大和

所属仮設安全監理者名

TEL

本社

タカハシ 株式会社

1人 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１７－２０

045-943-0011

045-941-1111

株式会社 孝松工務店

2人 神奈川県厚木市上萩野４５８０

046-241-8980

046-241-8981

株式会社 高山工務店

1人 神奈川県大和市下鶴間２７６９-２

046-276-8321

046-276-8309

冨田 聡

【11541】

有限会社 匠技建

3人 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町１－１４０２－２ ベルベール小木曽

044-411-4571

044-433-9693

池田 健司

【12907】

川上 敏英

【12908】

大野 一也

【12909】

竹之内 信一郎

【17766】

星野 貴大

【17767】

武藤 新次

【10091】

石原 建彦

【11515】

島田 英明

【11516】

山元 洋介

【12563】

奈良 久男

【12564】

林 寛幸

【121334】

酒井 昌弘

【16092】

山田 誠一

【16093】

森下 肇

【11770】

木下 逸人

【12897】

村田 真吾

【13090】

吉水 誠二

【13446】

株式会社 竹之内建設

2人 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西８－１０－

044-455-4940

044-455-4941

株式会社 伊達建設

1人 神奈川県平塚市横内４３４６番地

0463-55-2565

0463-55-2573

有限会社 ダルマ商工

2人 神奈川県川崎市高津区久末１９５５－９

044-751-7577

044-751-7577

株式会社 チュウバチ

3人 神奈川県横浜市緑区台村町６１０-６

045-931-8512

045-931-7210

株式会社 千代田アクタス

3人 神奈川県横浜市磯子区中原１－３－２０

045-772-2223

045-772-0867

露木建設 株式会社

2人 神奈川県川崎市宮前区野川３０２５－３

044-766-6561

044-788-7622

株式会社 テイテツ

1人 神奈川県鎌倉市岩瀬５５５－５

株式会社 テクノジャパン

2人 神奈川県横浜市中区太田町１－４－２ 関内川島ビル

045-664-4315

045-664-4488

株式会社 テクノスペースジャパン

1人 神奈川県川崎市中原区下小田中２－１６－１ 福康ビル２階

044-741-2115

044-741-2116

株式会社 照繁工務店

1人 神奈川県横浜市鶴見区上末吉５－２－３５

045-581-1351

045-575-4358

東海氣熱 株式会社

1人 神奈川県小田原市寿町５－１－５

0465-34-0201

0465-35-9395

東海建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市鶴見区潮田町２－１１４－９

045-501-1826

東京ガス・エンジニアリング 株式会社

2人 神奈川県横浜市鶴見区扇島４－１

044-288-7170

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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仮設安全監理者情報一覧
会社名
東京鋪装工業 株式会社

事業所名
関東統括支店横浜支店

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
2人 神奈川県秦野市菖蒲１１４７－２

TEL

FAX

0463-87-8190

0463-87-8191

東芝プラントシステム 株式会社

1人 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ソリッドスクエア東館６階

050-3180-4431

044-541-0225

東鉄工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市西区平沼１－４０－２６

045-290-8716

045-290-8717

株式会社 トウブ建設

4人 神奈川県川崎市川崎区浅野町１－６

044-328-7680

044-328-7686

東邦電業 株式会社

1人 神奈川県川崎市中原区上平間２９３

044-522-4491

044-522-0855

1人 神奈川県横浜市中区山下町２５－１５ フューチャー山下町３F

045-212-6510

045-212-6534

株式会社 東洋リース

2人 神奈川県横浜市青葉区鉄町１４３０－１

045-974-2325

045-974-2327

常盤産業 株式会社

1人 神奈川県厚木市三田７８９-４

046-242-1511

046-242-5656

常濃建設 株式会社

1人 神奈川県厚木市船子１２５１

046-249-6911

046-249-6913

独立行政法人 都市再生機構

3人 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１ 横浜アイランドタワー９Ｆ

045-650-0111

045-650-0666

土志田建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市緑区長津田３-４-１２

045-981-1136

045-981-1133

2人 神奈川県横浜市中区本町４－４３ セボン関内第２ビル

045-228-6075

045-228-6083

飛島建設 株式会社

1人 神奈川県川崎市高津区坂戸３－２－１ ＫＳＰ

044-829-6750

044-811-1099

株式会社 栃木建設

1人 神奈川県横須賀市野比３－３０－２７

046-848-7064

046-848-7364

株式会社 内藤建設

1人 神奈川県足柄上郡松田町松田庶子４１７番地イ号二

0465-82-1815

0465-83-0595

株式会社 永沢興業

9人 神奈川県茅ヶ崎市香川４-２９-１

0467-57-6331

0467-57-6842

045-475-6050

045-472-2111

東洋建設 株式会社

戸田建設 株式会社

横浜営業所

横浜支店 建築安全課

奈良建設 株式会社

10人 神奈川県横浜市港北区新横浜１-１３-３

所属仮設安全監理者名

押山 淳

【121337】

福山 久也

【11888】

吉田 真吾

【11777】

井上 德根

【11778】

赤塚 政栄

【11779】

二村 邦之

【14814】

星野 希誉嗣

【11277】

一寸木 武志

【11045】

加藤 克敏

【10253】

高橋 健美

【10110】

鳴坂 洋

【13540】

日機道路 株式会社

2人 神奈川県横浜市港北区新横浜１-１３-３

045-472-8111

045-472-8110

茂木 秀夫

【10177】

株式会社 日建産業

1人 神奈川県横浜市緑区寺山町１１０－５

045-509-1755

045-509-1766

平田 恵介

【12901】

045-651-0331

045-662-1416

荒谷 裕一

【01803】

石森 博

【01903】

熊副 雄也

【01651】

鴻巣 誠一

【00173】

小林 健太

【01804】

小林 伸介

【01806】

関 保博

【00518】

野口 敦之

【01905】

前中 雅晶

【00232】

山本 大

【01866】

養王田 雅人

【00400】

横田 勇

【01906】

小松田 央貴

【02812】

田中 俊行

【02813】

青柳 真人

【12900】

菊田 裕幸

【01082】

日建リース工業 株式会社

横浜支店

15人 神奈川県横浜市中区日本大通１８ KRCビル５階

（代表取締役社長 関山 正勝）

プラント営業部
株式会社 日興建設
日綜ゴンドラ 株式会社
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

本社

2人 神奈川県川崎市川崎区池上町２ ＪＦＥ内

044-328-7461

1人 神奈川県横浜市都筑区大丸９－１６

045-941-0822

1人 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１０－１

03-3249-0881
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仮設安全監理者情報一覧
会社名
（代表取締役 比留間 純）

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

FAX

0299-45-6501

0299-45-2802

受付担当：大和久
岩間事業所

2人 茨城県笠間市安居３１３３－１

受付担当：前野
日綜産業 株式会社
（代表取締役会長 小野 辰雄）

横浜支店

7人 神奈川県横浜市中区尾上町６－９０ HS大江橋ビル６F

045-226-2651

045-641-1817

受付担当：比留間・吉村

本社・東京支店

8人 東京都中央区日本橋人形町３－３－１３ 日本橋人形町ﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ５F

03-3668-3271

03-3668-3262

受付担当：石丸・白石・中石・稲垣

静岡営業所

2人 静岡県静岡市葵区材木町８－１ 芝山ﾋﾞﾙ２０１

054-255-6220

054-652-0650

受付担当：志賀・河原井

株式会社 ニッソーテクノコーポレーション

所属仮設安全監理者名

横浜事務所

青木 儀和

【01188】

大和田 智宏

【01192】

石井 三喜男

【01470】

大杉 敏昭

【00142】

太田 暢裕

【02026】

鈴木 正美

【01413】

比留間 純

【00523】

福岡 正義

【00228】

吉村 公一

【00259】

稲垣 和夫

【00134】

大葉 昇

【00145】

杉浦 政行

【00192】

鈴木 正人

【00516】

武井 宏治

【02115】

竹沢 正夫

【00197】

塙 登

【00389】

水谷 荘二

【00397】

志賀 明

【00538】

浜田 明

【00225】

1人 神奈川県横浜市中区尾上町６－９０ HS大江橋ﾋﾞﾙ６F

045-226-2653

045-641-1817

加藤 みなみ

【01214】

1人 神奈川県平塚市平塚２-４６-１６

0463-31-1944

0463-31-1946

平井 哲也

【10086】

1人 神奈川県横浜市神奈川区神奈川２－１８－１６

045-450-5553

045-450-5559

株式会社 ハイグレード

1人 神奈川県厚木市下荻野１０６８－１

046-242-6933

046-242-6899

土屋 邦和

【12339】

有限会社 長谷川造園土木

3人 神奈川県横須賀市東逸見町４－３

046-825-2491

046-824-5523

長谷川 浩史

【13519】

密島 秀記

【13520】

平綿 淳

【13521】

北野 謙二

【12579】

奈良 安記

【01584】

野村 健三

【01879】

吉澤 司

【00401】

坂井 利幸

【13286】

（代表取締役 渡辺 暁伸）
株式会社 新田工務店
日特建設 株式会社

横浜営業所 工事部

幡野工業

1人 神奈川県川崎市川崎区追分町３－１４－６０５

080-8724-0124

1人 神奈川県厚木市愛名８５７－３

046-290-5220

046-248-3383

株式会社 花和産業

1人 神奈川県横須賀市野比３－３０－２６

046-848-5002

046-849-6609

株式会社 林組

1人 神奈川県藤沢市柄沢１８０-４

0466-22-9121

0466-22-9122

3人 神奈川県横浜市港北区新横浜１－３－１ ダウィンチ新横浜６０１

045-476-5641

045-476-5646

パトナ 株式会社

東山産業 株式会社

神奈川営業所

横浜支店

（代表取締役社長 松田 直樹）

株式会社 ビー・エーブル

1人 神奈川県横浜市神奈川区反町１－７－１ US・１ビル４F

045-324-8000

045-324-8188

株式会社 ピー・ディー

1人 神奈川県横須賀市野比３－３５－５２ １Ｆ

046-849-2425

046-849-2435

美建工業 株式会社

2人 神奈川県横浜市中区長者町５－７５－１

045-250-4395

045-250-4396

株式会社 福沢工務店

1人 神奈川県厚木市愛甲８６５-１

046-248-3883

046-248-3898

株式会社 福田組

1人 神奈川県川崎市麻生区王禅寺１２８５

044-281-4146

044-969-7198

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

福田道路 株式会社

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 神奈川県厚木市長谷８２１－１

TEL

FAX

046-248-3134

046-250-1011

株式会社 富士建設

1人 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１-２-６６

0467-85-3900

0467-87-0970

株式会社 富士防

1人 神奈川県横須賀市森崎１－１９－１８

046-830-5481

046-830-5482

芙蓉建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市中区曙町４-５０-２

045-241-7016

045-252-8685

有限会社 プライド

3人 神奈川県横浜市都筑区牛久保東２－６－２７

045-590-5161

045-594-5537

所属仮設安全監理者名

笠原 康夫

【10428】

上田 達成

【12129】

荒島 一好

【12130】

岩本 克成

【12131】

古木建設 株式会社

1人 神奈川県相模原市上鶴間７-２-１１

042-743-2131

042-747-7869

北友建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市港北区菊名１丁目１７番７号

045-432-2282

045-401-3711

保土ヶ谷工業 株式会社

5人 神奈川県横浜市中区北仲通り１-６

045-201-3851

045-212-0928

株式会社 ホリプロジェクト

2人 神奈川県川崎市宮前区菅生３－４２－２３

044-750-8846

044-750-8847

堀本建設 株式会社

1人 神奈川県藤沢市葛原２４５１

0466-48-7359

0466-48-7346

株式会社 堀本工務店

5人 神奈川県藤沢市葛原２５２７－１

0466-48-7925

0466-48-7982

春山 高章

【15787】

1人 神奈川県横浜市中区不老町３－１２－５

045-662-4121

045-662-0071

阿部 善行

【14219】

2人 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南３-１-１５

0467-82-8877

0467-87-0963

青木 隆一

【10429】

出町 誠

【10430】

金堀 保明

【12572】

酒井 喬

【12899】

前田道路 株式会社
松尾建設 株式会社

西関東支店

株式会社 松尾工務店

2人 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４-３８-３５

045-511-4051

045-505-2877

株式会社 丸孝産業

1人 神奈川県横須賀市吉井２-７-１

046-841-4055

046-842-3044

見上工業 株式会社

1人 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－７－８

045-321-3081

045-321-3049

株式会社 三木組

4人 神奈川県横浜市神奈川区青木町６-１９

045-461-6066

045-461-6848

三津家建設 株式会社

4人 神奈川県川崎市川崎区渡田新町２－１－８

044-328-6325

044-366-5503

南都市建築設計事務所

1人 神奈川県藤沢市鵠沼海岸６－１７－１４

0466-33-0189

0466-33-0189

日能 壮

【12910】

宮内建設 株式会社

5人 神奈川県横浜市緑区鴨居４－６３－５

045-934-2691

045-932-8821

畠山 太生

【12546】

民部 勝正

【13529】

藤島 嘉文

【16080】

遠藤 世一

【12334】

加藤 諭

【12493】

株式会社 宮野工務店

1人 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂２－１４－３６

045-731-0003

045-731-0004

ミヤマ建設 株式会社

1人 神奈川県藤沢市大庭５２２１－１３

0466-87-1443

0466-87-5555

株式会社 明伸電設

1人 神奈川県横須賀市佐原４－９－３３

046-884-1711

046-884-1722

村本建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市旭区本村町４０

045-366-9351

045-366-9352

森山建設 株式会社

2人 神奈川県藤沢市下土棚１７８６

0466-43-3211

0466-45-3589

山一産業 株式会社

1人 神奈川県小田原市飯田岡６２６－５

0465-35-5661

0465-35-5623

株式会社 山縣組

3人 神奈川県川崎市川崎区藤崎２-１２-１６

044-222-6821

044-233-2719

株式会社 山本組

1人 神奈川県相模原市津久井町三ヶ木９０９

042-784-0100

042-784-4044

山本 光一

【10780】

株式会社 横浜工作所

2人 神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目３－２

045-503-5111

045-503-5110

佐藤 哲明

【16566】

鈴木 照泰

【16567】

嶋田 幸裕

【15248】

奥山 堅一郎

【15249】

門田 洋祐

【15251】

窪村 智子

【17275】

土屋 理穂

【17278】

公益財団法人 横浜市建築保全公社

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

20人 神奈川県横浜市中区本町３丁目３０番地７ 横浜平和ビル８階
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仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

所属仮設安全監理者名

FAX
井形 敦

【17280】

中山 敬

【15703】

横浜市役所

6人 神奈川県横浜市中区港町１－１

045-671-2121

横浜ビルシステム 株式会社

1人 神奈川県横浜市中区山下町２３番地

045-212-2060

045-212-0788

株式会社 芳垣建設

1人 神奈川県横浜市金沢区福浦２-１３-４

045-701-9028

045-701-9079

株式会社 來創

1人 神奈川県茅ヶ崎市萩園１２３６ ＹＭＴメゾネット湘南Ⅲ １２０号室

0463-39-6063

0467-39-6060

横浜支店

3人 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８－９

045-475-1313

045-475-1320

菊浜営業所

1人 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町２－６６ 満利ビル６Ｆ

045-250-1384

045-350-1386

伊東 信彦

【14556】

菱電湘南エレクトロニクス 株式会社

1人 神奈川県鎌倉市上町屋２１４番地

0467-45-7421

0467-45-7423

海野 勇生

【11608】

株式会社 緑建

1人 神奈川県横浜市緑区いぶき野４３－５－２Ｆ

045-989-6380

045-989-6381

小林 利之

【14839】

六華 株式会社

1人 神奈川県横浜市南区日枝町４－９７－３

045-241-0778

045-241-1339

六国建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５５０-５

045-825-8778

045-825-8799

若築建設 株式会社

1人 神奈川県横浜市中区尾上町１－６

045-662-0814

045-662-0386

佐藤 紀彰

【15790】

株式会社 若林工務店

2人 神奈川県茅ヶ崎市美住町１３-５９

0467-86-1511

0467-87-1177

有限会社 ワキタ塗装

2人 神奈川県茅ヶ崎市香川３-１５-２８

0467-52-2556

0467-52-9655

ワコー緑建 株式会社

2人 神奈川県横浜市緑区いぶき野４３－５

045-981-0864

045-981-0919

青木 功治

【12914】

宮本 巖

【12912】

ライト工業 株式会社

有限会社 渡辺組

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

1人 神奈川県厚木市愛甲１２１２-１

046-228-2681
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