＜山口県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

株式会社 ＡＯＩ

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所
3人 山口県岩国市周東町西長野４７０番地７

TEL

FAX

0827-84-4763

0827-84-4771

所属仮設安全監理者名
中野 幸宏

【15885】

玉川 大地

【15886】

太田 玲

【16775】

青木あすなろ建設 株式会社

1人 山口県萩市川島３７７－１

0838-21-7575

0838-21-7576

永田 大祐

【120144】

青木工業運輸 株式会社

1人 山口県周南市浜田１-２-５

0834-63-1220

0834-63-1123

青木 正美

【12051】

株式会社 井原組

1人 山口県山口市徳地堀１９８１－４

0835-52-0153

0835-52-0128

宇部興産機械 株式会社

6人 山口県宇部市小串沖の山１９８０番地

0836-22-0072

0836-22-6457

遠藤 清春

【15888】

泉屋 正男

【15889】

髙濵 豊

【16761】

村田 喜一

【16762】

石井 博昭

【13634】

佐藤 一喜

【15879】

光岡 孝洋

【15880】

山本 征典

【15881】

平本 隆史

【15882】

有田 正則

【15883】

橋梁工事グループ

2人

0836-22-6228

0836-22-6272

有限会社 大島カッター

1人 山口県岩国市玖珂町４０４４－１１

0827-82-3529

0827-82-3509

株式会社 岡本産業

1人 山口県長門市仙崎１８４９

0837-26-0318

0837-26-1977

株式会社 梶田建設

2人 山口県山口市佐山１０８９番地の２

083-989-3903

083-989-4859

株式会社 カシワバラ・コーポレーション

5人 山口県岩国市山手町１丁目５番１６号

0827-22-1255

0827-22-2504

勝井建設 株式会社

1人 山口県岩国市通津２３９６番地

0827-38-1231

0827-38-1249

藤重 和哉

【16577】

関門港湾建設 株式会社

1人 山口県下関市細江新町３－５４

083-234-3416

083-234-3475

有本 俊之

【120303】

株式会社 技工団

1人 山口県山口市緑町６－１３

083-922-2626

083-923-5355

木村 和巳

【120304】

株式会社 木原組

1人 山口県防府市新田東百間町３２２番地１

0835-22-1084

0835-21-7884

株式会社 神田建設

1人 山口県大島郡周防大島町大字東安下庄７８３－８

0820-77-0241

0820-77-2102

三信産業 株式会社

下関営業所

1人 山口県下関市大字形山９１番

0832-63-3596

0832-63-3597

尾北 将吾

【120949】

（代表取締役 大野 真人）

周南営業所

1人 山口県下松市大字山田字田中１４２－１

0833-47-0808

0833-46-3034

山本 邦彦

【120950】

岩国営業所

1人 山口県岩国市日の出町２３４３番地１

0827-88-4432

0827-88-4448

屋宮 昭仁

【120959】

山口営業所

1人 山口県宇部市大字船木１４－１１

0836-67-3439

0836-67-3438

吉田 信裕

【120961】

山陽鋼機建設 株式会社

1人 山口県山口市小郡上郷３５５２

083-972-2362

083-972-2360

有吉 輝夫

【16772】

三和建設 株式会社

1人 山口県周南市清水一丁目６番１号

0834-63-0141

0834-62-2295

周南建設 株式会社

1人 山口県下松市大字末武下４３９番地３

0833-41-1818

0833-41-1842

竹中 智彰

【16774】

末延建設 株式会社

2人 山口県光市塩田３４３０番地

0820-48-2811

0820-48-3113

成長建設 株式会社

3人 山口県防府市国衙１－９－１３

0835-22-0701

0835-23-9625

積水ハウス 株式会社

3人 山口県周南市大字久米２９０２－３

0834-36-2001

0834-36-2014

垣元 隆貴

【120309】

荒川 知輝

【120310】

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名

積和建設中国 株式会社

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

嶌田 健二

【120311】

徳山事業所

1人 山口県岩国市周東町祖生７２７５－５

0827-85-5050

0827-85-0566

片上 利昌

【16780】

山口支店

1人 山口県山口市小郡上郷５４１２

083-976-2730

083-976-2736

岡 敏明

【16781】

大晃機械工業 株式会社

2人 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷９６６

0820-51-1888

0820-51-1889

山田 宏行

【15884】

株式会社 大和建設

1人 山口県美祢市大嶺町東分１３４８－４

0837-52-1604

0837-52-1663

姥 秀美

【120313】

株式会社 高松建設

1人 山口県下関市長府満珠町１０－２６

083-245-5872

083-245-2379

田村建材 株式会社

4人 山口県山口市下小鯖３６３－７

083-941-0880

083-941-0881

上野 公嗣

【15300】

和泉 健司

【17130】

株式会社 土井工務店

1人 山口県防府市大字新田７７３－１

0835-22-1611

0835-22-1996

有限会社 豊広組

1人 山口県宇部市大字中野開作１９３番地の３

0836-44-4479

0836-44-0628

長沼建設 株式会社

1人 山口県防府市自由ケ丘１－５－４０

0835-24-3800

0835-24-3802

宮田 康弘

【120314】

3人 山口県山口市江崎２２２９－１０

083-989-6200

083-989-6200

笹原 佳和

【02047】

菅生 進

【00557】

竹崎 博

【00339】

大坂 正男

【01210】

清水 和紀

【00539】

西村 健司

【02136】

長谷川 勇二

【00315】

藤野 泰

【00880】

吉田 貢

【00826】

村上 真

【16773】

日建リース工業 株式会社

山口営業所

（代表取締役社長 関山 正勝）
日綜産業 株式会社
（代表取締役会長 小野 辰雄）

広島支店

6人 広島県広島市中区大手町３－８－４ 大手町佐野ビル７F

082-542-0811

082-542-0814

受付担当：大坂・長谷川

波多野建設 株式会社

2人 山口県萩市大字椿東字玉太郎１０４６番地の１３

0838-22-1313

0838-22-3333

株式会社 原田組

2人 山口県防府市大字植松１７８３－２

0835-29-2156

0835-29-2198

株式会社 東谷

1人 山口県宇部市東見初町１番３６号

0836-21-1138

0836-32-5126

有限会社 平田防水塗装工業

2人 山口県熊毛郡平生町平生村７９０

0820-57-1527

0820-57-1528

山一建設 株式会社

1人 山口県防府市平和町１１－３

0835-22-0866

0835-25-1550

三浦 幸三郎

【120308】

山口マシノ 株式会社

1人 山口県山口市小郡下郷１１３０

083-973-5181

083-973-3501

山中 秀和

【15770】

吉本運輸 株式会社

1人 山口県周南市江口２丁目１番１７号 トクヤマ協力会センタービル内

0834-34-2173

0834-33-3759

山本 芳昭

【17115】

株式会社 渡辺建設

1人 山口県周南市一ノ井手５５６４－７

0834-21-9773

0834-31-5103

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