
代表役職 代表者名 郵便番号 住　　所 電話番号

新井土木（株） 代表取締役 新井　正勝 329-0517 栃木県下野市上大領２４３－８ 0285-53-4582

（有）上野園 代表取締役 上野　研二 329-0501 栃木県下野市上古山８８４ 0285-53-2622

（有）大島設備 代表取締役 大島　美登 329-0502 栃木県下野市下古山６９０－１ 0285-53-6503

（株）落合庭園 代表取締役 落合　善成 329-0502 栃木県下野市下古山１０８２－２ 0285-53-5027

倉井建設（株） 代表取締役 倉井　精一 329-0502 栃木県下野市下古山３２５４ 0285-53-1005

コウエイ工業（株） 代表取締役 吉田　宗司 329-0518 栃木県下野市花の木１－２－４ 0285-53-1883

小平建設（株） 代表取締役 小平　勝則 329-0513 栃木県下野市下大領４７ 0285-53-3123

（株）小林工業 代表取締役 小林　英一郎 329-0511 栃木県下野市石橋２５３ 0285-53-0633

三栄興業（株） 代表取締役 石田　雄亮 329-0514 栃木県下野市東前原１６１－１ 0285-52-0631

（株）スガマタ 代表取締役 小野澤　康 329-0511 栃木県下野市石橋８３９－３ 0285-53-2580

（株）大昇工業 代表取締役 大嶋　一寛 329-0507 栃木県下野市文教２－２６６ 0285-53-0716

（株）高秀土木工業 代表取締役 高橋　誠 329-0502 栃木県下野市下古山２８８８－１９ 0285-53-3326

東川土建（株） 代表取締役 東川　浩一 329-0506 栃木県下野市橋本５８６－２ 0285-53-2473

（有）布施土木 代表取締役 布施　保 329-0515 栃木県下野市中大領５８ 0285-53-4117

（株）前商 代表取締役 前田　好則 329-0515 栃木県下野市中大領３０８－２ 0285-53-5735

（株）前原土建 代表取締役 前原　正義 329-0517 栃木県下野市上大領３０－２ 0285-53-1732

三笠防水工業（有） 代表取締役 野澤　正夫 329-0501 栃木県下野市上古山３４６ 0285-53-1566

緑南造園（株） 代表取締役 倉井　一樹 329-0506 栃木県下野市橋本９６０ 0285-53-7578

（有）秋山建設 取締役 秋山　良明 329-0431 栃木県下野市薬師寺１７７４－１ 0285-48-5572

（有）飯野工業 代表取締役 飯野　英雄 329-0432 栃木県下野市仁良川１４８５ 0285-48-0219

（有）上野建築 代表取締役 上野　斉隆 329-0425 栃木県下野市田中６８３－６０ 0285-48-1006

（有）海老原設備工業 代表取締役 海老原　智 323-0105 栃木県下野市本吉田９５８ 0285-48-5006

（有）海老原芳建築 代表取締役 海老原　俊夫 329-0433 栃木県下野市緑１－３－３ 0285-44-1064

（有）神山工務店 代表取締役 神山　静 323-0111 栃木県下野市磯部１１１－１ 0285-48-5098

晃大（株） 代表取締役 須藤　アキヱ 329-0431 栃木県下野市薬師寺３３１１－３７ 0285-44-8065

（有）坂本工業 代表取締役 坂本　准一 329-0432 栃木県下野市仁良川１６５７－２ 0285-48-0206

（株）須藤工業 代表取締役 須藤　茂 323-0115 栃木県下野市下坪山１４７５ 0285-48-1376

（株）園部建設 代表取締役 園部　定雄 329-0431 栃木県下野市薬師寺３４４７－１０ 0285-44-4523

髙山建築 代表 髙山　正雄 329-0431 栃木県下野市薬師寺１５２９ 0285-48-0179

（有）椿組 代表取締役 鶴見　一男 329-0431 栃木県下野市薬師寺１６２７－３ 0285-48-5482

日成興業（有） 代表取締役 大塚　尊生 323-0101 栃木県下野市三王山１６７－２ 0285-48-1835

（株）のざわ屋 代表取締役 野澤　英之 323-0111 栃木県下野市磯部３８９－１ 0285-38-8210

（有）藤沼建設 代表取締役 藤沼　秀夫 329-0432 栃木県下野市仁良川１６１３－２ 0285-37-7650

（有）北條組 代表取締役 北條　和重 323-0101 栃木県下野市三王山７１４－３ 0285-48-0769

保坂工務店（株） 代表取締役 保坂　仁 329-0423 栃木県下野市谷地賀８５９ 0285-48-2224

（株）山本造園土木 代表取締役 山本　幸雄 329-0433 栃木県下野市緑２－９－１ 0285-44-0605

葭葉設備工業（株） 代表取締役 葭葉　英幸 323-0115 栃木県下野市下坪山１６７９ 0285-48-0845

稲葉興業（株） 代表取締役 稲葉　則吉 329-0415 栃木県下野市川中子２６０２－１ 0285-44-0516

（有）猪瀬工務店 代表取締役 渡邉　岳城 329-0413 栃木県下野市駅東五丁目３番１－１０１号 0285-38-7676

（有）桜花建設 代表取締役 近藤　勘偉 329-0417 栃木県下野市国分寺５１０ 0285-40-6941

岡本建設（株） 代表取締役 岡本　忠士 329-0414 栃木県下野市小金井１－３－１ 0285-44-0231

（株）川中子住建 代表取締役 上野　賢治 329-0414 栃木県下野市小金井３００９－７３ 0285-44-3333

（株）県南環境 代表取締役 本橋　重信 329-0412 栃木県下野市柴１０６３ 0285-44-2518

（有）柴工業 代表取締役 吉田　英雄 329-0412 栃木県下野市柴４３７ 0285-44-1686

舘野興業（株） 代表取締役 舘野　秀樹 329-0413 栃木県下野市駅東２丁目３－４ 0285-32-6525

（有）田中造園土木 代表取締役 田中　功夫 329-0412 栃木県下野市柴１９９－１２ 0285-44-2481

（株）竹葉建設 代表取締役 大橋　光明 329-0412 栃木県下野市柴１０８７ 0285-44-7688

（有）ヒカリ工業 代表取締役 田村　光男 329-0414 栃木県下野市小金井４－１６－１５ 0285-44-2577

（有）水越商店 代表取締役 水越　則之 329-0414 栃木県下野市小金井２９８４ 0285-44-0205

（株）本橋工務店 代表取締役 本橋　利男 329-0414 栃木県下野市小金井３－１５－１０ 0285-44-1150

（有）保久開発 代表取締役 久保田　秀男 329-0414 栃木県下野市小金井５－２０－１２ 0285-44-9171

（有）山田土建 代表取締役 山田　秋一 329-0415 栃木県下野市川中子３－１０ 0285-44-1258

吉栄工業（株） 代表取締役 吉田　亘 329-0412 栃木県下野市柴１０４１－２ 0285-44-1309

若林工務店 代表 若林　弘 329-0401 栃木県下野市箕輪１０２４－５ 0285-44-6037
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