＜愛媛県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
株式会社 相中組

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 愛媛県伊予市下吾川２０４５－１

所属仮設安全監理者名

TEL

FAX

089-983-1255

089-983-1081

安藤工業 株式会社

1人 愛媛県西条市三津屋１９０－１

0898-64-3711

0898-64-2450

株式会社 一宮工務店

1人 愛媛県宇和島市丸ノ内５－８－８

0895-22-1291

0895-22-1773

有限会社 伊藤建設

1人 愛媛県宇和島市吉田町西小路110

0895-52-2030

0895-52-4050

株式会社 ＩＮＡＢＡ

1人 愛媛県大洲市新谷乙８６４－１

0893-57-6566

稲葉建設工業 株式会社

2人 愛媛県大洲市新谷乙８６４－１

0893-25-4855

松浦 日出夫

【15664】

0893-25-4855

宮本 龍二

【121386】

0893-25-4855

西川 高弘

【121385】

武田 宜士

【121384】

有限会社 猪野建設

2人 愛媛県南宇和郡愛南町福浦１８１９

0895-83-0126

0895-83-0165

井原工業 株式会社

1人 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目２番１８号

0896-24-4435

0896-24-4030

株式会社 今宮建設

1人 愛媛県西条市氷見乙２０３３－６

0897-57-7930

0897-57-7931

伊藤 正人

【13898】

上田建設 株式会社

1人 愛媛県大洲市肱川町宇和川２９９５番地１

0893-34-2011

0893-34-2348

大野 圭三

【15665】

株式会社 遠藤組

2人 愛媛県西条市港２２８番地１

0897-56-2669

0897-56-1504

遠藤 哲朗

【120101】

遠藤 竜朗

【120102】

吉田 翼

【120355】

宮本 克美

【120356】

坂尾 了

【120357】

白田 正吾

【120358】

松本 学

【120359】

山田 匤芳

【120360】

半田 稔博

【120361】

三島 智弥

【120362】

大塚 豊

【12198】

井上 貴明

【12211】

株式会社 大江工務
有限会社 大谷総業

株式会社 大塚組

1人 愛媛県伊予市米湊字大角蔵１５２６番地６
20人 愛媛県松山市住吉２丁目１０－２９

2人 愛媛県西予市宇和町伊延西１８

089-983-2583

089-982-6201

089-953-1715

089-953-1759

0894-66-0155

0894-66-0828

株式会社 門建開発

1人 愛媛県松山市粟井河原７５－４

089-994-2570

089-994-2570

亀岡建設 株式会社

2人 愛媛県宇和島市津島町下畑地乙７７０

0895-32-2589

0895-32-6559

亀岡 拓実

【120323】

菊池建設工業 株式会社

1人 愛媛県松山市別府町６２０－２

089-953-1256

089-953-1457

潮田 健司

【120319】

光映電工 株式会社

1人 愛媛県八幡浜市郷4番耕地３７０番地９

0894-24-5363

0894-24-5559

薦田建設 株式会社

1人 愛媛県新居浜市宮原町２－１７

0897-41-7079

0897-43-9126

五洋建設 株式会社

1人 愛媛県松山市千舟町４－４－３

089-935-5765

089-935-6018

一色 康広

【120343】

有限会社 栄興業

3人 愛媛県松山市中央１丁目１７－５６ アルファステイツ３０２号

089-923-6260

宮栄 和也

【15646】

栗田 雅志

【15647】

篠田 優

【15648】

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

1／3

全国仮設安全事業協同組合

＜愛媛県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

四国通建 株式会社

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
2人 愛媛県今治市南大門町１丁目１－１５

TEL

所属仮設安全監理者名

FAX

0898-32-5555

有限会社 城東建設

5人 愛媛県宇和島市坂下津甲４０７－４４

0895-24-0867

0895-23-5201

白井建設 有限会社

1人 愛媛県西予市城川町窪野７５９２

0894-83-0303

0894-83-0555

白石建設工業 株式会社

3人 愛媛県新居浜市久保田町３－９－２０

0897-33-4812

0897-32-8374

武田 健三

【14946】

菊川 貴生

【14947】

髙岡 豊

【14951】

株式会社 砂田建設

2人 愛媛県南宇和郡愛南町緑丙１９１番地

0895-72-4603

0895-72-3439

西南建設 株式会社

2人 愛媛県宇和島市津島町岩松甲５７２番地１

0895-32-2538

0895-32-5528

株式会社 成武建設

1人 愛媛県松山市畑寺町１２３の１

089-976-7177

089-976-4783

佐伯 康司

【15649】

株式会社 大旺

2人 愛媛県今治市喜田村４丁目１０番２５号

0898-47-2300

0898-48-8100

橋本 浩史

【120320】

菊山 太

【120321】

高木 常樹

【120337】

玉田 治彦

【16964】

重松 賢

【16965】

万願寺 直記

【120345】

五藤 文明

【120346】

大進建設 株式会社

1人 愛媛県松山市一番町１丁目１５－１

089-935-5005

089-935-6655

株式会社 泰成建設

2人 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲６８５番地

0895-72-2136

0895-72-4396

高木建設 合名会社

1人 愛媛県宇和島市三間町古藤田３６５番地

0895-58-3614

0895-58-4354

拓明建設 株式会社

2人 愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷１２６６９

0892-55-0034

0892-55-0104

株式会社 谷渕組

2人 愛媛県伊予郡松前町神崎１５３－１

089-984-3923

089-984-3924

株式会社 藤堂組

1人 愛媛県宇和島市津島町岩渕甲８３８番地

0895-32-2757

0895-32-5567

有限会社 徳永建設

2人 愛媛県松山市猿川甲３５８－３

089-996-0612

089-996-0678

中川技建工業 株式会社

1人 愛媛県今治市東村２丁目６番２８号

0898-48-1166

0898-48-1766

長崎工業 株式会社

2人 愛媛県今治市徳重８７番地

0898-23-0404

株式会社 西建設

2人 愛媛県西予市野村町西２２４

0894-77-0321

0894-77-0322

株式会社 西田興産

2人 愛媛県大洲市徳森２４８

0893-25-0211

0893-25-0554

西日本鑿泉 株式会社

2人 愛媛県四国中央市金生町山田井６４－３

0896-58-4537

0896-58-3118

日建リース工業 株式会社

四国支店 松山営業部

2人 愛媛県伊予郡砥部町字重光５９

089-958-1022

089-957-0715

西原 大喜

【02099】

日綜産業 株式会社

四国支店

6人 香川県丸亀市川西町北１８２

0877-58-7270

0877-58-7271

浅野 修

【00928】

池内 弘

【00570】

大谷 正二

【01025】

大政 聖

【01844】

尾白 篤志

【01031】

桐原 一郎

【00332】

受付担当：桐原

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名
日本セイフティー 株式会社

事業所名
松山営業所

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 愛媛県松山市南高井町９６２番

所属仮設安全監理者名

TEL

FAX

089-970-8181

089-990-8187

株式会社 羽田建設

6人 愛媛県南宇和郡愛南町増田５４１９

0895-84-2084

0895-84-2306

株式会社 福崎組

3人 愛媛県松山市大可賀二丁目３－１７

089-951-0730

089-951-6779

株式会社 藤建設

1人 愛媛県宇和島市津島町山財５３７９番地

0895-32-2234

0895-32-6580

株式会社 富士造型

1人 愛媛県松山市立花６丁目３－４３

089-943-5236

089-931-2331

松岡 泰伸

【15673】

保安工業 株式会社

2人 愛媛県大洲市長浜町下須戒甲１８５８番地

0893-52-2022

0893-52-2026

二宮 琢也

【12196】

有限会社 北松工業

5人 愛媛県松山市安城寺町７４９－１

089-997-8550

089-997-8551

マルマストリグ 株式会社

5人 愛媛県今治市北宝来町４丁目２番地５

0898-32-5000

0898-31-5513

石橋 哲也

【15674】

眞鍋 正幸

【120353】

山内 司

【120354】

有限会社 三崎建設

1人 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１４６１番地

0894-54-1077

0894-54-2357

山口 豊一

【120329】

株式会社 宮田建設

1人 愛媛県宇和島市朝日町４丁目３番２５号

0895-22-1567

0895-25-0009

稲田 達也

【15657】

有限会社 三好組

3人 愛媛県新居浜市菊本町二丁目３－１１

0897-32-9027

0897-32-5950

髙橋 芳典

【17445】

水元 誠之

【17446】

三好 剛史

【17447】

村上工業 株式会社

1人 愛媛県大洲市若宮５２８－１

0893-24-3141

0893-24-3144

松本 光男

【15652】

ムロツ商店

1人 愛媛県宇和島市鶴島町７－１

0895-22-3442

0895-25-5027

室津 章宏

【14997】

1人 愛媛県西条市朔日市７８１－１０ マルイビル１階

0897-47-1670

0897-47-1671

藤田 将明

【16303】

株式会社 大和興業

1人 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８７５

0894-38-1382

0894-39-1107

株式会社 横井産業

1人 愛媛県新居浜市黒島１－６－３２

0897-45-0266

0897-45-0533

臨海建設 株式会社

4人 愛媛県松山市古三津６丁目６－３０

089-951-2332

089-953-2513

片島 俊幸

【120330】

谷 速人

【120331】

門屋 司

【120332】

松岡 栄一

【120333】

株式会社 山全

愛媛営業所

渡邊建設 株式会社

1人 愛媛県伊予市上野１４４５

089-982-1373

渡辺建設 有限会社

1人 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１１０９

0895-32-2529

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