＜佐賀県＞

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

株式会社 葵建設

1人 佐賀県唐津市浦５４２６-３

0955-74-0403

0955-75-2245

安部建設 株式会社

1人 佐賀県佐賀市大和町尼寺７８８-１

0952-62-0378

0952-62-0838

天建組 株式会社

2人 佐賀県唐津市厳木町天川１６５７番地５

0955-65-2014

0955-65-2015

株式会社 池田建設

2人 佐賀県佐賀市大和町川上１７４３-１

0952-62-1168

0952-62-6062

有限会社 池田産業

1人 佐賀県東松浦郡玄海町今村７５４２-１

0955-52-6311

0955-52-6341

株式会社 石井建設

1人 佐賀県伊万里市立花町１４６２番地２

0955-23-0128

0955-23-1658

株式会社 石丸建設

1人 佐賀県武雄市武雄町永島１５６６４

0954-23-4168

0954-23-5049

株式会社 井手工務所

4人 佐賀県唐津市和多田天満町１丁目６番３８号

0955-74-8121

0955-74-8105

伊藤 茂幸

【10831】

増田 孝信

【10832】

古賀 知之

【16013】

井手 昭浩

【16014】

井上 徹

【16015】

株式会社 内山組

1人 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１８６７

0955-56-6328

0955-56-8467

株式会社 江頭土木工業

2人 佐賀県佐賀市川副町早津江１３５４-１

0952-45-8090

0952-45-8669

大川内建設 株式会社

1人 佐賀県嬉野市塩田町大字久間甲４７７番地１

0954-66-3109

0954-66-3118

大川内 正

【16028】

株式会社 大島組

1人 佐賀県鳥栖市養父町３８番地

0942-83-2655

0942-85-3733

阪本 健夫

【10789】

大西工業 株式会社

4人 佐賀県唐津市新興町西新興町２９７９-１

0955-73-5178

0955-74-7583

株式会社 岡村建設

1人 佐賀県神埼市脊振町広滝１４２５－２

0952-59-2311

0952-59-2279

岡本建設 株式会社

5人 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

0952-66-1155

0952-66-4995

小城重機建設 株式会社

2人 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原２０２５-８

0952-22-7333

0952-22-7411

西山 章

【10791】

古賀 善照

【10792】

長野 正弘

【10794】

天本 淳也

【16024】

牛嶋 登

【16025】

堤 一記

【16011】

土井 良二

【10797】

下平 和好

【10802】

木下建設 株式会社

1人 佐賀県鹿島市納富分２８１番地１

0954-63-3434

0954-63-3435

有限会社 キョーセイ建設工業

1人 佐賀県唐津市鏡１８３０

0955-77-0369

0955-77-0389

株式会社 栗山建設

3人 佐賀県鳥栖市立石町２０６６-２

0942-83-1678

0942-82-2504

黒木建設 株式会社

2人 佐賀県伊万里市松島町１００－１

0955-22-7111

0955-22-1871

株式会社 興国建設

2人 佐賀県武雄市山内町宮野９８３-１

0954-45-2545

0954-45-2546

佐伯建設 株式会社

2人 佐賀県唐津市相知町相知２１４９番地１

0955-62-2950

0955-62-4971

株式会社 坂田組

1人 佐賀県佐賀市末広２-１３-７

0952-23-7795

0952-23-7181

株式会社 篠原工務店

4人 佐賀県鳥栖市高田町４３-１

0942-82-2177

0942-82-1775

株式会社 下建設

1人 佐賀県西松浦郡有田町本町乙３００７-８

0955-43-2294

0955-43-2296

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

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

株式会社 下村建設

1人 佐賀県小城市三日月町久米１９４６番地

0952-73-3125

0952-73-3160

有限会社 秋栄建設

1人 佐賀県三養基郡みやき町西島１５４０-４

0942-96-3133

0942-96-3244

株式会社 城南建設

2人 佐賀県小城市芦刈町浜枝川５４３

0952-66-5577

0952-66-0905

株式会社 陣内工務店

1人 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈８２

0952-52-6688

0952-53-3666

株式会社 創建

3人 佐賀県唐津市和多田先石６－３８

0955-74-5118

0955-74-5113

有限会社 宗田建設

2人 佐賀県唐津市肥前町星賀乙２１３－１

0955-54-1281

0955-54-1202

株式会社 大洋建設

7人 佐賀県佐賀市本庄町本庄２５３番地１２

0952-24-8251

0952-23-1721

株式会社 大和建設

1人 佐賀県佐賀市金立町大字干布２０２４－３

0952-71-8360

0952-71-8363

高木建設 株式会社

2人 佐賀県鹿島市大字納富分甲１４５－１

0954-62-5151

0954-62-2560

株式会社 高森組

1人 佐賀県佐賀市川副町大字鹿江６７５－６

0952-45-1156

0952-45-3827

多久建設 株式会社

1人 佐賀県多久市北多久町大字小侍１１５２

0952-75-2776

0952-75-4385

田島興産 株式会社

3人 佐賀県佐賀市水ケ江６－４－１１

0952-23-3281

0952-22-7756

株式会社 創

5人 佐賀県三養基郡基山町小倉１３６６－１

0942-92-4812

0942-92-4812

川副 順一郎

【120162】

福原 慶司

【120163】

中山 正友

【120164】

梶原 正利

【120165】

内田 晃宏

【120166】

西山 剛

【120167】

村崎 晋哉

【120168】

牟田 悦久

【10834】

山田 整道

【14543】

和田 龍一

【14544】

江藤 秋雄

【14545】

岩下 智則

【14546】

石橋 孝一郎

【14547】

飛松 秀司

【10810】

株式会社 翼コンサルタント

3人 佐賀県伊万里市南波多町古里３３７３

0955-24-3038

0955-24-3030

株式会社 鶴松造園建設

2人 佐賀県唐津市畑島５７９３

0955-78-0272

0955-78-1652

有限会社 轟工務店

2人 佐賀県鳥栖市曽根崎町１３１２

0942-82-2797

0942-82-2712

有限会社 飛松建設

1人 佐賀県三養基郡基山町園部２４４４-１

0942-92-3537

0942-92-3832

株式会社 友廣建設

1人 佐賀県武雄市西川登町神六２７４３９

0954-28-2133

0954-28-2134

中尾建設 株式会社

1人 佐賀県鹿島市森１５９８

0954-62-9257

0954-63-7323

中尾 幸一郎

【10812】

有限会社 中山組

7人 佐賀県東松浦郡玄海町大字平尾８４５番地

0955-52-2217

0955-52-6725

吉田 潤一

【17179】

前田 宗弘

【17180】

大塚 和男

【17181】

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

株式会社 名村造船所

事業所住所

2人 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５－１

株式会社 西村組
日建リース工業 株式会社

仮設安全
監理者
所属数

佐賀営業所

TEL

0955-27-1132

所属仮設安全監理者名

FAX

0955-27-0866

1人 佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲５２９-１

0954-66-2211

0954-66-4180

1人 佐賀県多久市東多久町大字別府字名越田５６２８

0952-76-3021

0952-76-2295

1人 佐賀県杵島郡江北町山口９-２

0952-86-5013

0952-86-4894

7人 福岡県福岡市博多区中呉服町１－６ 祐徳ビル１号館４Ｆ

092-262-1641

092-262-1645

川口 勝利

【17182】

中山 道夫

【17183】

山崎 直樹

【17184】

長嶺 吉典

【15006】

藤森 堪山

【15007】

嶋添 政治

【00338】

安藤 一之

【00569】

柏木 忠雄

【00583】

岐部 純

【00585】

高瀬 信貴

【02039】

堤 安雄

【00591】

平野 重徳

【00904】

宮下 智文

【00596】

足立 智史

【01644】

有江 昭次

【01354】

伊藤 慎

【01165】

田中 純一

【01643】

溝部 康徳

【01452】

橋口 寛人

【15004】

冨岡 俊法

【10823】

川原 誠人

【16019】

（代表取締役社長 関山 正勝）
有限会社 日生開発
日綜産業 株式会社
（代表取締役 小野 大）

福岡支店
受付担当：堤・平野

九州機材センター

5人 福岡県久留米市田主丸町秋成１０８－１

0943-72-1088

0943-72-1127

受付担当：伊藤

株式会社 橋口組

1人 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２４４０－１

0954-22-3125

0954-22-3126

株式会社 林田建設

1人 佐賀県武雄市橘町片白８７４５

0954-23-2423

0954-23-5213

有限会社 原建築

2人 佐賀県唐津市厳木町厳木８２５-２

0955-63-3517

0955-63-2056

服巻建設 株式会社

6人 佐賀県小城市小城町畑田９８８-１

0952-71-1005

0952-72-1799

有限会社 兵動建設

1人 佐賀県佐賀市末広１-７-３４

0952-23-6987

0952-23-0854

株式会社 富士建設

1人 佐賀県佐賀市富士町小副川５５３の２

0952-64-2347

0952-64-2348

富士建設 株式会社

1人 佐賀県杵島郡白石町遠江３０３-１３

0952-84-2217

0952-84-6658

株式会社 フジナガ

1人 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２１００-６

0952-52-2112

0952-52-2118

藤永建設 株式会社

1人 佐賀県鹿島市高津原３７３５-１

0954-63-2300

0954-63-4755

株式会社 扶桑エンジニアリング

2人 佐賀県伊万里市大坪町丙２１１０番地１２

0955-22-4171

0955-23-5022

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

仮設安全監理者情報一覧
会社名
株式会社 宝本建設

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所
2人 佐賀県鳥栖市西新町１４２８－７２

所属仮設安全監理者名

TEL

FAX

0942-82-6957

0942-84-2050

有限会社 舞鶴工業

1人 佐賀県唐津市鏡２６６１番地

0955-77-3266

0955-77-3618

増田建設 株式会社

2人 佐賀県藤津郡太良町大字多良１８１５

0954-67-0415

0954-67-2371

山下 浩司

【16471】

小川 健作

【16472】

橋本 隆

【16029】

鷲﨑 功明

【16030】

株式会社 ミゾタ

7人 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

0952-26-2551

0952-24-2336

峰下建設 株式会社

1人 佐賀県藤津郡太良町多良１７８７

0954-67-0259

0954-67-0787

森永建設 株式会社

1人 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万４８番地１

0952-68-2155

0952-68-4527

中島 秀幸

【15002】

モロドミ建設 株式会社

2人 佐賀県多久市南多久町大字下多久２５６６番地

0952-76-2661

0952-76-4131

伊東 靖洋

【16026】

松平 健治

【16027】

山口 淳也

【10262】

山添 孝明

【10828】

株式会社 山儀建設

1人 佐賀県伊万里市黒川町真手野３１０８

0955-27-0802

0955-27-0362

株式会社 山﨑建設

1人 佐賀県'武雄市橘町大字大日８２９２

0954-23-3629

0954-22-3441

企業組合 山添建設

1人 佐賀県唐津市八幡町６３８-１９０

0955-74-1952

0955-74-1939

山豊建設 株式会社

3人 佐賀県佐賀市久保泉町川久保４１６１

0952-98-2231

0952-98-2645

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