＜山梨県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名
株式会社 一水工業
株式会社 岩間建設

事業所名

仮設安全
監理者
事業所住所
所属数
1人 山梨県富士吉田市中曽根３－５－３２
3人 山梨県南アルプス市戸田２８４

TEL

FAX

所属仮設安全監理者名

0555-22-0395 0555-22-0465 渡邊 保彦 【120706】
055-282-1418 055-284-4187 橘田 一雄 【17253】
秋山 直樹 【17254】

株式会社 内田建設

1人 山梨県南アルプス市寺部１３５０

055-282-1569 055-284-4230 内田 法彦 【15346】

長田組土木 株式会社

5人 山梨県甲府市飯田４丁目１０－２７

055-231-1111 055-231-1113 畑野 文人 【15317】
岩下 工

【15318】

小林 正広 【15343】
小澤 孝行 【15344】
平賀 学
長田建設 株式会社

2人 山梨県甲府市下向山町１６６７

【15345】

055-266-3954 055-266-2954 花輪 哲也 【15312】
長田 直哉 【15313】

小沢建設 株式会社

1人 山梨県甲府市朝気１－４－８

055-233-7517 055-227-1518 小沢 忠雄 【15329】

宏和建設 株式会社

1人 山梨県甲府市横根町４７２－１

055-237-1188 055-237-5880 大久保 裕史【17272】

小林建設 株式会社

1人 山梨県南アルプス市有野２７２４

055-285-0051 055-285-4199 佐藤 信二 【15309】

国際建設 株式会社

10人 山梨県甲府市塩部４－１５－５

055-251-2111 055-253-7159 竹川 訓永 【17244】
井柳 真樹 【17245】
佐野 秀和 【17246】
田邉 桂太 【17247】
小林 正幸 【17248】
鶴田 収一 【17249】
和田 健司 【17250】
中込 恭介 【17251】

齋藤建設 株式会社

8人 山梨県甲府市青沼２－１１－２２

055-233-9107 055-233-6382 橘田 修

【14223】

前川 直樹 【14227】
山下 光晴 【14228】
齋藤 啓文 【14229】
小林 裕文 【15333】
下里 和也 【15334】
利根川 悠司【15335】
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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＜山梨県＞

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

村松 大樹 【17252】
坂本土建 株式会社

1人 山梨県甲府市上阿原町５８７－３

055-233-3633 055-232-7560

有限会社 坂本屋

1人 山梨県甲府市古関町１０６３

0555-88-2215 0555-88-2066

株式会社 佐野工務店

1人 山梨県甲府市青葉町８－３８

055-235-2205 055-232-1880 大木 剛

株式会社 三光社

1人 山梨県甲府市幸町１６－１３

055-235-0826 055-222-2416 大日方 正幸【121185】

三友建設 株式会社

3人 山梨県甲府市中央４－５－４０

055-233-5382 055-232-5291 望月 義久 【17241】
大森 学

【15311】

【17242】

長幡 秀久 【17243】
ＪＦＥエンジニアリング 株式会社

1人 山梨県南巨摩郡南部町中野４６４２

0556-64-8138 0556-64-8139 菊次 敬人 【17754】

清水建設興業 株式会社

1人 山梨県南アルプス市有野３２９４

055-285-3123 055-285-4816

昭和建設工業 株式会社

2人 山梨県甲府市寿町２９番１号

055-226-7107 055-226-2812

株式会社 新光土木

1人 山梨県甲斐市竜王２４７６－１

055-276-4521 055-276-4998

有限会社 清栄工業

1人 山梨県南アルプス市有野３６５０－９

055-285-3989 055-285-3564 片山 明広 【15322】

大新工業 株式会社

3人 山梨県甲府市太田町７番１号

055-233-5518 055-226-4689 石田 正雄 【17263】
清水 信

【17264】

大日興業 株式会社

1人 山梨県甲斐市中下条１３５２

055-277-6678 055-277-3983 井上 聖也 【17268】

武山工業 株式会社

1人 山梨県甲府市幸町２６番１２号

055-235-3551 055-235-3559 山根 希仁 【17273】

中沢工業 株式会社

3人 山梨県甲府市幸町９－２４

055-233-4801 055-232-2607 中沢 圭太 【17269】

株式会社 中村建設

1人 山梨県甲斐市万才３００番地

055-276-3559 055-276-5779

甲府支店

3人 山梨県南アルプス市有野字北新田３３４６－７

055-285-7888 055-285-7889

本社

1人 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１０－１

03-3249-0881 03-3249-0884 菊田 裕幸

【01082】

3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 太田 暢裕

【02026】

比留間 純

【00523】

吉村 公一

【00259】

03-3668-3271 03-3668-3262 石丸 章平

【00130】

今野 宏昭

【00774】

大久保 工

【01080】

日建リース工業 株式会社
（代表取締役社長 関山 正勝）
日綜ゴンドラ 株式会社
（代表取締役 比留間 純）
日綜産業 株式会社
（代表取締役会長 小野 辰雄）

受付担当：大和久
横浜支店
受付担当：比留間・吉村
本社・東京支店

6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

受付担当：石丸・白石・中石・稲垣

仮設安全監理者センター
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＜山梨県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

静岡営業所

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

3人 静岡県静岡市葵区材木町８－１ 芝山ﾋﾞﾙ２０１

受付担当：志賀・河原井
羽黒工業 株式会社

4人 山梨県甲斐市竜王新町１２７９

TEL

FAX

所属仮設安全監理者名
杉森 岳夫

【01088】

竹沢 正夫

【00197】

福岡 哲史

【01091】

054-255-6220 054-652-0650 河邑 貴宏

【02135】

河原井 剛

【00572】

北川 章

【01474】

055-276-2346 055-279-2591 森 陽平

【15347】

藤盛 啓至 【15348】

株式会社 早野組

28人 山梨県甲府市東光寺１－４－１０

今井 敦

【15349】

金丸 誠

【17265】

055-235-1111 055-235-1109 笠井 雅史 【15336】
坂本 静也 【15340】
浅川 博幸 【15894】
住吉 浩之 【15895】
大森 寿之 【15896】
長田 忍

【15897】

保坂 宏幸 【15898】
深澤 和徳 【15899】
松田 将司 【15900】
堀河 宏明 【15901】
藤田 幸宏 【15902】
藤田 集一 【15903】
藤巻 雄一 【15904】
清水 丈司 【15905】
岩間 哲也 【15906】
渡邊 聖仁 【15907】
国本 賢一 【15908】
古明地 正人【15910】
山下 広行 【15911】
仮設安全監理者センター
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＜山梨県＞

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

熊谷 雄司 【15912】
細田 和也 【15913】
河野 英二 【15914】
守屋 良平 【15915】
坂本 信夫 【15916】
株式会社 樋川建築

1人 山梨県甲斐市竜王１２５４

055-276-2403 055-279-1775 山本 一郎 【15310】

株式会社 富士グリーンテック

1人 山梨県甲府市富竹３－１－３

055-236-1600 055-224-5520 野中 勝磨 【15323】

藤島建設 株式会社

2人 山梨県甲府市大和町１－５４

055-253-2838 055-253-2850 一之瀬 正士 【17266】
水下 翼

【17267】

芙蓉建設 株式会社

1人 山梨県富士吉田市下吉田５－１５－２９

0555-23-7228 0555-22-2582 渡邊 達也 【120703】

丸光建設 株式会社

1人 山梨県甲府市大手二丁目２－２１

055-252-6769 055-252-6766

三井建設工業 株式会社

2人 山梨県甲府市飯田四丁目１番３３号

055-226-2487 055-228-7231

株式会社 望月組土木

4人 山梨県甲府市下飯田二丁目１１番８号

055-228-0082 055-222-1586 三津橋 正人 【15315】
山本 泰史 【15316】
赤澤 雄次 【17258】
小野 隆一 【17259】

株式会社 森山組

1人 山梨県甲府市下今井町６９７－３

055-241-4001 055-241-4002

株式会社 山市成工

2人 山梨県甲府市美咲一丁目１４－８

055-253-9311 055-253-9335

四谷建設 株式会社

3人 山梨県甲斐市竜王１２７８－１

055-276-2544 055-276-7909 長田 富士男 【17260】
浅川 拓郎 【17261】
小沢 啓吾 【17262】

労働安全コンサルタント 井上事務所

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

1人 山梨県中央市東花輪７６７－１
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055-273-5253 055-273-5253 井上 日出人 【12794】

全国仮設安全事業協同組合

