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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等

㈱ 愛安住 介護（予防）福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売

９：００～１７：４５ 日曜日・祝日 中　直樹 14
福祉住環境コーディネーター2級
福祉用具専門相談員

〒518-0033
住宅改修

(12/29～1/4)

伊賀市大野木2112-28 20-1781 20-1782 info@aianju.co.jp

㈱ 愛安住　名張営業所 介護（予防）福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売

９：００～１７：４５ 日曜日・祝日 安達　真吾 8
福祉住環境コーディネーター2級
福祉用具専門相談員

福祉用具プランナー

〒518-0441
住宅改修

(12/29～1/4) 鳥居　淳一 3
福祉住環境コーディネーター2級
福祉用具専門相談員

名張市夏見494-20 62-1181 62-1182 nabari@aianju.co.jp 津田　敬広 1
福祉住環境コーディネーター2級
福祉用具専門相談員

アポロ興産 ㈱ 住宅リフォーム全般
給排水設備設計施工

８：３０～１９：００ 日曜日・祝日 大森　力 17
福祉住環境コーディネーター3級
建築仕上げ改修施工管理技術者

下水道排水設備工事責任技術者

〒518-0823
ガス配管設備設計施工

伊賀市四十九町1140 21-3711 24-2011 apollo@ict.ne.jp

㈱ 生田 管工事・電気工事・
住宅設備工事・建築工事全般

９：００～１７：００ 古谷　貴之 2
2級管工事施工管理技士

〒518-0611

名張市新田2205-3 67-1980 67-1981 awe@ikuta-awe.com

㈱ 今西住設ガスセンター プロパンガス、住宅設備機器販売
ガス設備工事

８：００～１７：３０ 日曜日・祝日 今西　隆彦 48
給水工事主任技術者、浄化槽設備士、
2級土木施工管理技士

奈良県・京都府排水設備工事責任
技術者

〒630-2177
給排水、衛生、冷暖房
給湯設備工事設計・施工 今西　智子 8

福祉住環境コーディネーター2級、給水装置
主任技術者、2級土木施工管理技士

奈良県排水設備工事責任技術者
栄養士、調理士

奈良県奈良市此瀬町353 0742-81-0022 0742-81-0023 jyuusetu@kcn.jp

上野ガス㈱　名張営業所 ガス工事、ガス機器販売・取付
給排水給湯設備工事

８：３０～１７：２０ 北川　聖一 18
2級土木施工管理技士
福祉住環境コーディネーター2級

一級管工事施工管理技士
第二種電気工事士

〒518-0711
リフォーム全般

（夜間待機あり）

名張市東町2030-4 63-1335 64-0347 s-kita@ueno-gas.co.jp 　

奥地水道 上下水道工事
住宅設備機器工事

８：００～１８：００ 日曜日・祝日 奥地　秀也 32
給水装置工事主任技術者
2級管工事施工管理技士

下水道排水設備工事責任技術者

〒518-0609

名張市西田原245 65-3564 65-3564

担当者／勤務年数／資格
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

垣守工務店 新築工事、リフォーム全般、
大工工事、外構工事、

８：００～１８：００ 日曜日 垣守　勲 32

〒518-0614
水道設備工事　等

名張市美旗町池の台西38 65-6525 65-6550 kakimori@nava21.ne.jp

亀井材木店 日本材住宅専門工事 ８：００～１８：００ 日曜日 亀井　哲也 17

〒518-0205

伊賀市伊勢路158-1 52-0540 52-0510

㈱ 菊屋 給排水工事、空調工事、土木工事、
増改築工事、介護予防訪問介護

９：００～１７：００
土曜日
日曜日・祝日

北田　富三 52
1級管工事施工管理技士
2級土木施工管理技士

〒518-0722
LPガス・高圧ガス・工業用薬品・
医療用ガス・ガス器具一式 北田　優子 7

液化石油ガス業務主任者代理者、
旧ホームヘルパー２級、医療事務

名張市松崎町1443 63-9800 63-2224 kikuya26126@agate.plala.or.jp

近鉄不動産 ㈱　ニューイング桔梗が丘 建築工事請負、増改築 １０：００～１８：００ 水曜日 峯　和弘 1 2級建築士

〒518-0621

名張市桔梗が丘1‐1‐1 65-0332 65-0043 kikyougaoka@k-newing.com

㈱　ケアクレスト 介護（予防）福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売

９：００～１８：００ 日曜日・祝日 林　宏明 3
福祉住環境コーディネーター2級
福祉用具専門相談員

介護職員初任者研修課程修了

〒514-1255

津市庄田町1400 059-254-6300 059-254-6305

ケイツー 手すり取付、外構工事
段差解消、スロープ工事

８：００～１７：００ 日曜日 北廣　健一 18
車輌系建機
小型クレーン

〒518-0734
便器の取替え

名張市黒田1942 64-6710 64-6701 kth-a@nava21.ne.jp

K’ｓ　PLANNING 建築設計・施工
住宅改修

８：００～１７：００ 日曜日・祝日 小林　隆 29
1級建築士
福祉住環境コーディネーター2級

〒518-0419
給排水設備工事

小林　澄子 9
2級建築士
福祉住環境コーディネーター2級

名張市富貴ヶ丘6-9 63-7148 48-7339 ks-planning@mbn.nifty.com
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

彩電館 ヤマザキ 家電販売
住宅改修

９：００～１９：００
水曜日
第2，3日曜日

谷　隆之 54
第1種電気工事士
家電製品総合エンジニア

〒518-0623

名張市桔梗が丘3-2-68-1 65-2433 65-7044

三和ハウス販売 ㈱ 建築業 ９：００～１８：００ 日曜日 川西　隆 46 木造建築士

〒518-0622

名張市桔梗が丘2-2-7 65-1586 65-1587 sanwa-h@e-net.or.jp

渋谷風呂店 住宅設備機器販売・施工 ８：３０～１７：００ 日曜日・祝日 渋谷　行則 35
給水装置工事主任技術者
浴槽設備施工技能士

下水道排水設備工事責任技術者

〒518-0710

名張市上八町1487-2 63-0626 63-0626

新興商事 ㈱ 内装・大工・建築工事業
建具・防水・塗装工事業

８：３０～１７：００
土曜日
日曜日・祝日

中村　雅子 31 2級建築施工（仕上）管理技士

〒518-0625
建築設計
その他エクステリア等物品販売

名張市桔梗が丘5-10-17 65-5410 65-4521 shinkos@poppy.ocn.ne.jp

鈴木工務店 建築一式工事 ８：００～１８：００ 日曜日 鈴木　啓史 34 1級建築士

〒518-0728

名張市豊後町255-5 63-1238 63-3649 daiku@maple.ocn.ne.jp

鈴木雄建築 建築一式（新築・増改築・リフォー
ム）、介護保険住宅改修工事

８：００～１９：００ 日曜日 鈴木　真治 21 1級建築士

〒518-0728 鈴木　美代子 42

名張市豊後町441-18 63-5304 51-5960 suzukiuk@nava21.ne.jp

㈱ ソバーニ 健康相談及び緊急通報サービスの
受付・通報・連絡、家電製品販売

９：００～１７：００
土曜日
日曜日・祝日

木立　昇 4

〒518-0444
物品販売、食材流通、住宅リフォー
ム、メンテナンス、生活支援

名張市箕曲中村18-2 62-5082 62-5083 info@sobani.jp
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

㈱ 大道建設 建設業 ８：００～１７：２０ 日曜日・祝日 勝田　隆年 17
2級建築士
下水道排水設備工事責任技術者

〒518-0722

名張市松崎町1428 63-7717 63-9015 t.katsuta@daido-kensetsu.co.jp

高尾　繁春 大工一般（土木） ８：００～１８：００ 高尾　繁春 40

〒518-0430

名張市つつじが丘北10-150 68-5505

LIXILリフォームショップ高建　㈲ 髙建 リノベーション・リフォーム工事
新築・増改築工事

８：００～１８：００ 日曜日 高山　太一 10 増改築相談員

〒518-0753
修理・修繕工事

名張市蔵持町里2382 64-8522 64-8528 takaken@nava21.ne.jp

たかせ米店 住宅設備部 住宅設備業 ８：００～１７：００ 日曜日・祝日 髙瀨　満理子 34

〒518-0711 髙瀨　早智 10 下水道排水設備工事責任技術者

名張市東町1750-2 63-0230 63-0230

㈲ タケシン 増改築工事、設備工事
外構工事

８：００～１７：００ 日曜日 中森　節子 13

〒518-0602

名張市東田原90 65-3702 65-3703 takeshin@ray.ocn.jp

多田工業 ㈱ 建築機械設備 ８：００～１７：００
土曜日
日曜日・祝日

多田　三貴 24 1級管工事施工管理技士

〒518-0441

名張市夏見2880-1 63-0188 64-3854 m-tada@asint.jp

㈱ テラカド 建設業 ９：００～１８：００ 日曜日 森川　もと 9
一級建築施工管理技士
福祉住環境コーディネーター3級

〒518-0432 松井　繁門 4 1級建築施工管理技士

名張市つつじが丘北2-45 68-6810 68-6811 main@terakado.co.jp
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

電化のイクタ　 家電販売・取付工事
電気通信・空調設備工事

９：００～１９：００ 木曜日 生田　恵二 31
医療機器販売及び賃貸管理者
第1種電気工事士

名張市排水設備指定工事者
名張市水道指定給水装置工事事業者

〒518-0618
給排水設備工事　他

名張市美旗町中2-8 65-0832 65-4552

㈱ トーカイ　三重支店 介護（予防）福祉用具貸与
特定(介護予防)福祉用具販売

９：００～１７：３０ 日曜日 棚橋　一晃 1
福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

〒514-0816 (12/31～1/3)

津市高茶屋小森町409-1 059-238-2329 059-238-2327

㈱ 中村工業 建築全般（手すり等） ８：００～１７：００ 日曜日・祝日 中村　善継 18 2級建築士

〒518-0721

名張市朝日町1152-3 63-3708 64-0353 nkmrkg@asint.jp

中森建築 造作大工 ８：３０～１８：３０ 日曜日 中森　秀明 28
2級建築士
2級建築施工管理技士

〒518-0467 中森　圭子 8

名張市赤目町相楽56 63-2020 63-2020 comet.56@asint.jp

西本建築 木造建築 ８：００～１７：００ 日曜日 西本　悦夫 50 2級建築士

〒518-0465

名張市赤目町丈六751-4 63-9505 63-9505

㈱ パナホーム伊賀 パナホームの設計・施工・販売・
不動産・リフォーム

９：００～１８：００ 火曜日・水曜日 岡本　圭司 26 2級建築施工管理技士

〒518-0614

名張市美旗町池の台東6 65-2155 65-2157

㈱ バルジ・オカダ 建設業全般 ８：００～１７：００ 日曜日・祝日 華﨑　正雄 1

〒630-2163

奈良県奈良市中之庄町453 0742-81-0036 0742-81-0514 info@bulge.jp
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

㈲ 響住建 建築一式工事業 ８：３０～１８：００ 日曜日 栢本　功一 16
2級建築士
1級建築施工管理技士

〒518-0604 栢本　千鶴代 20

名張市さつき台2-22 65-6181 65-1832

㈱ 広島工務店 建築工事（新築、増改築、リ
フォーム工事、介護支援工事）

８：００～１７：４０
日曜日、祝日
第２，４土曜日

宮本　啓史 1
宅地建物取引士
2級建築士

〒518-0603
不動産業（土地、建物仲介、借
家、アパート仲介等）

名張市西原町2605 65-3040 65-3440 hirosima@e-net.or.jp

㈱ ＰＬＵＳ　ＯＮＥ リフォーム ９：００～１８：００ 年末年始 田中　郁也 2
福祉住環境コーディネーター3級
増改築相談員

〒518-0441

名張市夏見89-4 48-6504 48-6514 plus_one_reform@yahoo.co.jp

㈱ まちだ 新築、リフォーム
エクステリア、畳製造販売

８：１０～１７：１０
年末年始・盆以外
はカレンダー通り

鷲野　研二 20

〒519-1402

伊賀市柘植町3492-2 45-2720 45-5584 m‐takehara@kkmachida.co.jp

㈱ 的場電機商会 家電製品販売及び修理・工事
住宅設備商品の販売及び施工

９：００～１９：３０
水曜日
第1日曜日

松並　輝彰 23 2種電気工事士

〒518-0626
介護保険制度適用の介護福祉機器販
売、太陽光発電システム販売及び施工

(日曜は１９：００まで)

名張市桔梗が丘6-1-4 65-1133 65-1144 act15@nava21.ne.jp

㈱ 丸栄建設 住宅新築・住宅リフォームを含む
建設工事全般

８：３０～１８：００
日曜日、祝日
隔週土曜日

菊山　賢二 25 増改築相談員

〒518-0722

名張市松崎町1440-1 63-2155 64-2776 eigyou@maruei.gr.jp

南　吉隆 建築内装工事 ９：００～１７：００
土曜日
日曜日・祝日

南　吉隆 3 2級建築士

〒518-0483

名張市百合が丘西3-29 63-8629 63-8629 yoshitakaminami@gmail.com
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

安永総合サービス ㈱ 福祉用具貸与・販売
土曜日
日曜日・祝日

小部　康 9 福祉用具専門相談員

〒518-0834 （12/30～1/3）

伊賀市緑ケ丘中町3860 26-1511 26-1512 fujiwara-kaa@fine-yasunaga.co.jp

山喜電器 ㈱ 電気工事、家電販売・修理
リフォーム、水道工事

９：００～１９：００ 水曜日 山中　正喜 9
第1種電気工事士
給水装置工事主任技術者

下水道排水設備工事責任技術者

〒518-0441

名張市夏見85-1 63-6955 63-6987 s-yamaki@nava21.ne.jp

㈱ 米岡家具センター 介護用品の販売・レンタル
インテリア関係販売　等

１０：００～１８：００ 火曜日 米岡　秀之 33 福祉用具専門相談員

〒518-0015

伊賀市土橋63-1 23-8488 21-6855 gg6v8bx9k@extra.ocn.ne.jp

ライフアート ㈱ 住宅、店舗
新築、リフォーム、設計、施工

８：００～１７：２０
日曜日・祝日
第２・４土曜日

川口　真章 23
2級建築士
1級リフォームスタイリスト

住まい改修アドバイザー
（みえの住まいの人財バンク登録）

〒518-0622

名張市桔梗が丘2-4-22 65-5252 65-5123 lifeart@nava21.ne.jp

㈱ ライフ･テクノサービス伊賀 福祉用具貸与、特定福祉用具販売
住宅改修工事

８：３０～１７：３０ （年中無休） 安田　雅樹 10
福祉用具プランナー
福祉住環境コーディネーター2級

福祉用具選定士

〒518-0823 大藤　貴久 3
福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

伊賀市四十九町2264-8 059-226-8217 059-226-8240 中林　慎 1
社会福祉士、福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

㈱ ライフ･テクノサービス名張 福祉用具貸与、特定福祉用具販売
住宅改修工事

８：３０～１７：３０ （年中無休） 牛尾　真造 4
福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

福祉用具選定士

〒518-0712 山本　麻未 4
福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

名張市桜ケ丘3110-1 059-226-8217 059-226-8240 福井　万里子 1
福祉用具専門相談員
福祉住環境コーディネーター2級

㈱ TRUST.Y リフォーム全般 水曜日・日曜日 大薮　昭子 7

〒518-0625

名張市桔梗が丘5-1-12　大藪第６ビル101 66-3838 66-3839
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事業者名／郵便番号／住所 電話番号 ＦＡＸ番号 専門業務／Ｅメール 営業時間 休業日 その他資格／備考等担当者／勤務年数／資格

㈱ 和蔵 リフォーム工事全般 ９：００～１８：００
土曜日
日曜日・祝日

朝隈　順子 2
2級建築士
福祉住環境コーディネーター2級

〒518-0415

名張市富貴ヶ丘2-97 61-2036 48-7778 kabu_wakura@yahoo.co.jp

名張近鉄ガス ㈱ ガス事業
リフォーム事業

９：００～１７：００ 1/1～1/3 天花寺　芳喜 10
2級建築士
福祉住環境コーディネーター2級

〒518-0621

名張市桔梗が丘1-1-5-1 65-2311 65-9631
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