小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

3001 井上電設

代表者職氏名

井上 恭男

3002 株式会社インテリア冨永 代表取締役 冨永 健

電話番号
（携帯電話）

所在地又は住所

ＦＡＸ番号

業種

令和4年7月1日現在
具体的な内容

名張市梅が丘北4番町258番地

0595-64-5613
（090-5878-9516）

0595-64-5613 電気

電気工事全般

名張市箕曲中村560番地

0595-64-4718
（090-3251-5271）

0595-64-1218 内装

内装仕上げ、カーテン、ブラインド

3003

有限会社ウッド・メーカー
代表取締役 田中 亮太
田中

名張市緑が丘東132番地

0595-64-2541

0595-64-2541 大工

新築・リフォーム・増築等

3003

有限会社ウッド・メーカー
代表取締役 田中 亮太
田中

名張市緑が丘東132番地

0595-64-2541

0595-64-2541 塗装

外壁・屋根・塗装等

0595-54-6296

0595-54-6297 電気

配線設備・電気・照明設備

3004 株式会社浦野電工

代表取締役 浦野 優一

名張市美旗中村1430番地54

3005 エスプ株式会社

代表取締役 鈴木 全

名張市つつじが丘南4番町75番
地

06-6105-7282
（090-8167-7368）

06-7635-5149 その他

後付け自動扉（自動扉への改造及び
センサー等の設置）

3005 エスプ株式会社

代表取締役 鈴木 全

名張市つつじが丘南4番町75番
地

06-6105-7282
（090-8167-7368）

06-7635-5149 その他

電気錠前（電気錠前等の設置や交換）

3005 エスプ株式会社

代表取締役 鈴木 全

名張市つつじが丘南4番町75番
地

06-6105-7282
（090-8167-7368）

06-7635-5149 その他

テンキーICカード装置（テンキーICカー
ドリーダー等の増設）

3005 エスプ株式会社

代表取締役 鈴木 全

名張市つつじが丘南4番町75番
地

06-6105-7282
（090-8167-7368）

06-7635-5149 その他

非接触スイッチ（非接触スイッチの増
設・交換）

3005 エスプ株式会社

代表取締役 鈴木 全

名張市つつじが丘南4番町75番
地

06-6105-7282
（090-8167-7368）

06-7635-5149 その他

顔・生体認証装置（顔認証及び生体認
証装置増設）

3006 ＭＫ通信

村中 謙一

名張市梅が丘北2番町33番地

0595-51-5719
（090-5100-8491）

0595-51-7719 電気

配線設備・電気設備

3006 ＭＫ通信

村中 謙一

名張市梅が丘北2番町33番地

0595-51-5719
（090-5100-8491）

0595-51-7719 電気通信

通信設備・放送設備

3006 ＭＫ通信

村中 謙一

名張市梅が丘北2番町33番地

0595-51-5719
（090-5100-8491）

0595-51-7719 その他

自動火災報知設備・消火器
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小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

代表者職氏名

電話番号
（携帯電話）

所在地又は住所

ＦＡＸ番号

令和4年7月1日現在

業種

具体的な内容

3007 片山電機

片山 義久

名張市つつじが丘北4番町177番 0595-68-1004
地
（090-2180-0886）

0595-68-1004 電気

電気工事全般・空調工事・太陽光発電
工事・エコキュート設備工事

3007 片山電機

片山 義久

名張市つつじが丘北4番町177番 0595-68-1004
地
（090-2180-0886）

0595-68-1004 管

冷暖房空調設備

3008 株式会社瓦勝

代表取締役 岩見 貴訓

名張市蔵持町原出581番地

0595-61-2204

0595-62-0250 屋根

屋根瓦工事

3009 坂本機電工作所

坂本 健藏

名張市夏見1663番地2

0595-64-1262
（090-2134-9026）

0595-64-1299 電気

電気設備

3009 坂本機電工作所

坂本 健藏

名張市夏見1663番地2

0595-64-1262
（090-2134-9026）

0595-64-1299 管

空調設備・給排水

3009 坂本機電工作所

坂本 健藏

名張市夏見1663番地2

0595-64-1262
（090-2134-9026）

0595-64-1299 板金

板金加工取付

3009 坂本機電工作所

坂本 健藏

名張市夏見1663番地2

0595-64-1262
（090-2134-9026）

0595-64-1299 建具

サッシ、シャッター

3009 坂本機電工作所

坂本 健藏

名張市夏見1663番地2

0595-64-1262
（090-2134-9026）

0595-64-1299 その他

上記以外の小規模修繕

3010 坂本工建

坂本 重信

名張市南町791番地15

0595-63-6492
（090-5628-0713）

0595-63-6492 その他

溶接加工（鉄骨建物及び物干し加工）

3010 坂本工建

坂本 重信

名張市南町791番地15

0595-63-6492
（090-5628-0713）

0595-63-6492 建具

サッシ・シャッター建具

3010 坂本工建

坂本 重信

名張市南町791番地15

0595-63-6492
（090-5628-0713）

0595-63-6492 屋根

スレートトタン取替

3010 坂本工建

坂本 重信

名張市南町791番地15

0595-63-6492
（090-5628-0713）

0595-63-6492 塗装

外壁・吹き付けペイント・塗替え

3010 坂本工建

坂本 重信

名張市南町791番地15

0595-63-6492
（090-5628-0713）

0595-63-6492 その他

外装（修理・一部取替）

2/6

小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

代表者職氏名

電話番号
（携帯電話）

所在地又は住所

0595-66-3515
（090-7042-9196）

ＦＡＸ番号

令和4年7月1日現在

業種

軽天下地・内装間仕切・天井仕上げ・
床仕上げ

3011 拓真工業

前川 拓栄

名張市美旗町南西原207番地

3012 株式会社中村工業

代表取締役 中村 善継

名張市朝日町1152番地3

0595-63-3708

0595-64-0353

3012 株式会社中村工業

代表取締役 中村 善継

名張市朝日町1152番地3

0595-63-3708

0595-64-0353 屋根

屋根改修

3012 株式会社中村工業

代表取締役 中村 善継

名張市朝日町1152番地3

0595-63-3708

0595-64-0353 板金

板金・とい工事

3012 株式会社中村工業

代表取締役 中村 善継

名張市朝日町1152番地3

0595-63-3708

0595-64-0353 ガラス

ガラス割替

3013 西口建築

西口 嘉泰

名張市緑が丘東227番地

0595-51-4833
（090-2186-1076）

0595-51-4833 大工

木工・大工

3013 西口建築

西口 嘉泰

名張市緑が丘東227番地

0595-51-4833
（090-2186-1076）

0595-51-4833 左官

左官、モルタル、コンクリートブロック積
み、タイル張り

3013 西口建築

西口 嘉泰

名張市緑が丘東227番地

0595-51-4833
（090-2186-1076）

0595-51-4833

3013 西口建築

西口 嘉泰

名張市緑が丘東227番地

0595-51-4833
（090-2186-1076）

0595-51-4833 内装

クロス・畳・襖・カーテン・ブラインド

3013 西口建築

西口 嘉泰

名張市緑が丘東227番地

0595-51-4833
（090-2186-1076）

0595-51-4833 建具

木建具・サッシ・シャッター
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0595-66-3515 内装

具体的な内容

とび・土工・
フェンス工事
コンクリート

とび・土工・
掘削・盛土・コンクリート・ネットフェンス
コンクリート

小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

代表者職氏名

所在地又は住所

電話番号
（携帯電話）

ＦＡＸ番号

令和4年7月1日現在

業種

具体的な内容

3014 藤原アルミサッシ

藤原 康治

名張市つつじが丘北7番町116番
地

0595-65-3575

0595-65-3576 ガラス

ガラス加工取付

3014 藤原アルミサッシ

藤原 康治

名張市つつじが丘北7番町116番
地

0595-65-3575

0595-65-3576 内装

カーテン・ブラインド

3014 藤原アルミサッシ

藤原 康治

名張市つつじが丘北7番町116番
地

0595-65-3575

0595-65-3576 建具

サッシ・シャッター

3014 藤原アルミサッシ

藤原 康治

名張市つつじが丘北7番町116番
地

0595-65-3575

0595-65-3576 その他

エクステリア取付・修繕

3015 三山テック株式会社

代表取締役 深山 博之

名張市夏見91番地3

0595-61-1148

0595-61-1148

3015 三山テック株式会社

代表取締役 深山 博之

名張市夏見91番地3

0595-61-1148

0595-61-1148 造園

伐採・草刈・植栽

3015 三山テック株式会社

代表取締役 深山 博之

名張市夏見91番地3

0595-61-1148

0595-61-1148 その他

山林伐採・草刈等

3016 ヤマオカ設備

山岡 桂三

名張市富貴ケ丘2番町147番地

0595-64-0839
（090-7048-0868）

0595-64-0839 管

給排水・衛生設備工事

3017 （なし）

山口 重次

名張市中知山698番地

0595-63-5589
（090-8422-9738）

0595-63-5589 造園

伐採・剪定

4/6

とび・土工・
掘削・盛土ほか
コンクリート

小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

代表者職氏名

電話番号
（携帯電話）

所在地又は住所

ＦＡＸ番号

令和4年7月1日現在

業種

具体的な内容

3018 yuno工房

湯野 俊和

名張市富貴ケ丘1番町163番地

0595-64-6055

0595-48-7890 大工

大工、増改築

3018 yuno工房

湯野 俊和

名張市富貴ケ丘1番町163番地

0595-64-6055

0595-48-7890 内装

天井仕上げ、壁張り、内装仕切り、床
仕上げ、畳、カーテン、ブラインド

3018 yuno工房

湯野 俊和

名張市富貴ケ丘1番町163番地

0595-64-6055

0595-48-7890 塗装

塗装

3018 yuno工房

湯野 俊和

名張市富貴ケ丘1番町163番地

0595-64-6055

0595-48-7890 電気

配線設備、電気設備、照明設備

3018 yuno工房

湯野 俊和

名張市富貴ケ丘1番町163番地

0595-64-6055

0595-48-7890 左官

左官、モルタル、モルタル防水、吹付
け、コンクリートブロック積み、レンガ積
み、タイル張り

3019 R&ファーム・38

辻󠄀本 一夫

名張市青蓮寺865番地

0595-63-5581
（090-2946-0694）

0595-63-5581

3019 R&ファーム・38

辻󠄀本 一夫

名張市青蓮寺865番地

0595-63-5581
（090-2946-0694）

0595-63-5581 建具

修繕及び取替

3019 R&ファーム・38

辻󠄀本 一夫

名張市青蓮寺865番地

0595-63-5581
（090-2946-0694）

0595-63-5581 内装

リフォーム及び修繕

3019 R&ファーム・38

辻󠄀本 一夫

名張市青蓮寺865番地

0595-63-5581
（090-2946-0694）

0595-63-5581 塗装

塗替え及び修繕

3019 R&ファーム・38

辻󠄀本 一夫

名張市青蓮寺865番地

0595-63-5581
（090-2946-0694）

0595-63-5581 左官

左官・組積・タイル

3020 中川造園

中川 正美

名張市西田原2842番地

0595-65-3196

0595-65-8531 造園

植栽・公園・伐採・剪定
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とび・土工・ 外構工事・基礎関係
コンクリート 足場工事

小規模修繕等契約希望者登録名簿 【有効期間 令和３年10月１日～令和５年9月30日】
名簿番号

商号又は名称（漢字）

代表者職氏名

所在地又は住所

電話番号
（携帯電話）

ＦＡＸ番号

令和4年7月1日現在

業種

具体的な内容

3021 勝田建設

勝田 弘治

名張市富貴ケ丘4番町2581番地
163

080-2623-0310

―

とび・土工・
掘削・排水構造物
コンクリート

3021 勝田建設

勝田 弘治

名張市富貴ケ丘4番町2581番地
163

080-2623-0310

―

左官

ブロック積

3021 勝田建設

勝田 弘治

名張市富貴ケ丘4番町2581番地
163

080-2623-0310

―

造園

伐採・剪定

3021 勝田建設

勝田 弘治

名張市富貴ケ丘4番町2581番地
163

080-2623-0310

―

板金

板金加工取付

3021 勝田建設

勝田 弘治

名張市富貴ケ丘4番町2581番地
163

080-2623-0310

―

塗装

塗装

3022 ユウキ

日浦 勇紀

名張市美旗中村2618番地2

090-5117-9570

0595-42-8639

3022 ユウキ

日浦 勇紀

名張市美旗中村2618番地2

090-5117-9570

0595-42-8639 左官

ブロック積

3022 ユウキ

日浦 勇紀

名張市美旗中村2618番地2

090-5117-9570

0595-42-8639 造園

伐採・剪定

3022 ユウキ

日浦 勇紀

名張市美旗中村2618番地2

090-5117-9570

0595-42-8639 板金

板金加工取付

3022 ユウキ

日浦 勇紀

名張市美旗中村2618番地2

090-5117-9570

0595-42-8639 塗装

塗装

6/6

とび・土工・
掘削・排水構造物
コンクリート

