
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

浅野川 

犀川 

国道８号 

国道８号 

国道 157号 

国道 157号 

国道８号 

町会等除雪協力業者の紹介について 
除雪地区割り図 

①地区 

浅野川より北、国道８号より北 

②地区 

犀川・浅野川間、国道８号より北 

③地区 

犀川より南、国道８号より西 

④地区 

浅野川より北、国道８号より南 

⑤地区 

犀川・浅野川間、国道８号・157号間 

⑥地区 

犀川より南、国道８号・157号間 

⑦地区 

犀川・浅野川間、国道 157号より東 

⑧地区 

犀川より南、国道 157号より南 



 

※ 注意事項 

１．「除雪地区割り図」の使い方について 

  （１）地図で各町会の位置を確認し、別紙「地区別除排雪業者リスト」＜５０音順＞ 

から業者名を選択のうえ、お問い合わせください。 

       （ リストは、町会に協力できる旨申し出のあった業者です。 ） 

 

  （２）金沢市内を８ブロックに割り振り、業者の除雪作業可能地区ごとに分けて 

あります。 

（一部業者には、複数の作業可能地区があります。） 

  

（３）大雪時、業者の作業状況によっては、ご依頼をお断りする場合もあります。 

その際は、リストの他の業者にお問い合わせください。 

 

２．「除雪作業」等の契約について 

発注される場合は、道路事情や積雪状況も違いますので、業者と必ず十分に 

打ち合わせをしたうえで、契約してください。 

（※金沢市は契約には関与いたしません） 

 

３．電話連絡される場合、番号間違いのないようご注意ください。 

この表につきましては、インターネットホームページでもご覧になれます。 

いいねっと金沢（かなざわ積雪情報） 

https://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/sekisetu/select.html 

 

 



作業可能地区 業　者　名 フリガナ 住　　　　所 電話番号

石川住宅管理 ｲｼｶﾜｼﾞｭｳﾀｸｶﾝﾘ 湊2丁目18番地2 239-3500

奥村米産 ｵｸﾑﾗﾍﾞｲｻﾝ 疋田1丁目175番地 090-2125-7539

金沢斫解体業 ｶﾅｻﾞﾜﾊﾂﾘｷﾀｲｷﾞｮｳ 今昭町甲10番地 258-1284

木野建設（株） ｷﾉｹﾝｾﾂ 才田町は58番地 258-5131

（株）CoreLock ｺｱﾛｯｸ 近岡町37-3 090-3885-0919

（株）秀英 ｼｭｳｴｲ 今昭町甲39番地2 257-6027

(有)庄建工業 ｼｮｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 東蚊爪町ラ49-1 239-2239

（株）竹松組 ﾀｹﾏﾂｸﾞﾐ 大浦町ト69番地 258-5511

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17番地 238-8511

地原建設（株） ﾁﾊﾗｹﾝｾﾂ 東蚊爪1丁目33番地6 255-2361

(株)中部資源再開発 ﾁｭｳﾌﾞｼｹﾞﾝｻｲｶｲﾊﾂ 湊１丁目55番地16 238-3262

（株）ＴＨＫ ﾃｨｴｲﾁｹｰ 千木町カ82番地1 258-2055

（株）ナカムラ工業 ﾅｶﾑﾗｺｳｷﾞｮｳ 湊1丁目94番地 255-6180

根布サービス工業 ﾈﾌﾞｻｰﾋﾞｽｺｳｷﾞｮｳ 粟崎町4丁目78-78 238-1697

北陸斫開発（株） ﾎｸﾘｸﾊﾂﾘｶｲﾊﾂ 湊3丁目8番地 239-4938

光道路（株） ﾋｶﾘﾄﾞｳﾛ 東蚊爪1丁目1番地 239-1300

北翔興業 ﾎｸｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ 北間町イ1番地 238-4480

丸吉建設（株） ﾏﾙﾖｼｹﾝｾﾂ 三口町火245-3 237-3738

(有)宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ 千木町ワ7-1 258-1616

ヤマショー（株） ﾔﾏｼｮｰ 利屋町り13番地 257-8182

(有)有輝土木 ﾕｳｷﾄﾞﾎﾞｸ 大河端西2丁目141番地6 090-8260-1060

IMK（株） ｱｲｴﾑｹｰ 戸水2丁目24番地 268-4115

アートロード（株） ｱｰﾄﾛｰﾄﾞ 無量寺町ホ111番地 267-1138

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

いかるが運輸（株） ｲｶﾙｶﾞｳﾝﾕ 新神田4丁目9番17号 267-3349

金沢斫解体業 ｶﾅｻﾞﾜﾊﾂﾘｷﾀｲｷﾞｮｳ 今昭町甲10番地 258-1284

加賀建設（株） ｶｶﾞｹﾝｾﾂ 金石西1丁目2-10 267-1161

(有)ゲット ｹﾞｯﾄ 赤土町ワ65番1 268-4005

北村設備 ｷﾀﾑﾗｾﾂﾋﾞ 割出町527-1 090-3768-0371

（株）CoreLock ｺｱﾛｯｸ 近岡町37-3 090-3885-0919

（有）弘菱建設 ｺｳﾘｮｳｹﾝｾﾂ 糸田2丁目59番地 090-3290-5424

サンデック（株） ｻﾝﾃﾞｯｸ 専光寺町ハ52-1 268-5388

(有)庄建工業 ｼｮｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 東蚊爪町ラ49-1 239-2239

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17 238-8511

地原建設（株） ﾁﾊﾗｹﾝｾﾂ 東蚊爪1丁目33番地6 255-2361

（株）ＴＨＫ ﾃｨｴｲﾁｹｰ 千木町カ82番地1 258-2055

（株）テッククリエイト ﾃｯｸｸﾘｴｲﾄ 粟崎町5丁目24番地2 237-0025

（株）ナカムラ工業 ﾅｶﾑﾗｺｳｷﾞｮｳ 湊1丁目94 255-6180

根布サービス工業 ﾈﾌﾞｻｰﾋﾞｽｺｳｷﾞｮｳ 粟崎町4丁目78-78 238-1697

北翔興業 ﾎｸｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ 北間町イ1番地 238-4480

（株）まどか ﾏﾄﾞｶ 入江3丁目103番1 259-5095

丸吉建設（株） ﾏﾙﾖｼｹﾝｾﾂ 三口町火245-3 237-3738

（株）宗重商店 ﾑﾈｼﾞｭｳｼｮｳﾃﾝ 畝田西1丁目112番地 266-6000

(有)ヤクモ ﾔｸﾓ 専光寺町ツ54番地3 090-2032-4779

ヤマショー（株） ﾔﾏｼｮｰ 利屋町り13番地 257-8182

(有)有輝土木 ﾕｳｷﾄﾞﾎﾞｸ 大河端西2丁目141番地6 090-8260-1060

吉村建設（株） ﾖｼﾑﾗｹﾝｾﾂ 畝田東2-279 267-4313

ONE・MAKE.（株） ﾜﾝﾒｲｸ 木曳野3丁目184番地 255-1661

いかるが運輸（株） ｲｶﾙｶﾞｳﾝﾕ 新神田4丁目9番17号 267-3349

(有)ゲット ｹﾞｯﾄ 赤土町ワ65-1 268-4005

サンデック（株） ｻﾝﾃﾞｯｸ 専光寺町ハ52-1 268-5388

（株）タカキ ﾀｶｷ 古府2丁目102番地 249-4145

地原建設（株） ﾁﾊﾗｹﾝｾﾂ 東蚊爪1丁目33-6 255-2361

（株）土田工建 ﾂﾁﾀﾞｺｳｹﾝ 高畠3丁目55番地 291-1378

(有)中山興業 ﾅｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 戸室新保イ67番地 236-1438

(有)プロフィット ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄ 専光寺町ツ76-1 266-1141

丸吉建設（株） ﾏﾙﾖｼｹﾝｾﾂ 三口町火245-3 237-3738

(有)明成開発 ﾒｲｾｲｶｲﾊﾂ 上安原南39番地 090-5680-6860

(有)ヤクモ ﾔｸﾓ 専光寺町ツ54番地3 090-2032-4779

吉村建設（株） ﾖｼﾑﾗｹﾝｾﾂ 畝田東2丁目279番地 267-4313

（株）ロードアンドスポーツ ﾛｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ 専光寺町ツ62番地 268-8931

令和4年度　地 区 別 除 排 雪 業 者 リ ス ト
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作業可能地区 業　者　名 フリガナ 住　　　　所 電話番号

令和4年度　地 区 別 除 排 雪 業 者 リ ス ト

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

(有)大山商店 ｵｵﾔﾏｼｮｳﾃﾝ 湊1丁目74 239-1046

奥村米産 ｵｸﾑﾗﾍﾞｲｻﾝ 疋田1丁目175 090-2125-7539

尾山建設（株） ｵﾔﾏｹﾝｾﾂ 春日町10番13号 251-4282

金沢斫解体業 ｶﾅｻﾞﾜﾊﾂﾘｷﾀｲｷﾞｮｳ 今昭町甲10番地 258-1284

(有)改建工業 ｶｲｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 不動寺町へ57-1 258-6327

(有)兼和 ｹﾝﾜ 涌波1丁目8番13号 232-2548

（株）秀英 ｼｭｳｴｲ 今昭町甲39番地2 257-6027

大河土建（株） ﾀｲｶﾞﾄﾞｹﾝ 東長江町ち8番地 254-5968

（株）大宣道路 ﾀﾞｲｾﾝﾄﾞｳﾛ 神宮寺3丁目10番5号 252-1006

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17 238-8511

(株)中部資源再開発 ﾁｭｳﾌﾞｼｹﾞﾝｻｲｶｲﾊﾂ 湊１丁目55番地16 238-3262

（株）ＴＨＫ ﾃｨｴｲﾁｹｰ 千木町カ82番地1 258-2055

中谷商事（株） ﾅｶﾀﾆｼｮｳｼﾞ 京町25番25号 252-6191

（有）永田設備 ﾅｶﾞﾀｾﾂﾋﾞ 東蚊爪町2丁目4番地1 237-8145

(有)中山興業 ﾅｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 戸室新保イ67 236-1438

（株）東山建材 ﾋｶﾞｼﾔﾏｴﾝｻﾞｲ 小池町レ43番甲地 257-5691

久喜建設（株） ﾋｻﾖｼｹﾝｾﾂ 三口新町4丁目1番5号 255-0166

豊幸建設（株） ﾎｳｺｳｹﾝｾﾂ 東山1丁目30-12 252-9025

毎田建設（株） ﾏｲﾀﾞｹﾝｾﾂ 舘町ヌ6 229-1262

(有)丸勝建設 ﾏﾙｼｮｳｹﾝｾﾂ 田上町ニ29番地 090-1638-7933

(有)宮崎 ﾐﾔｻﾞｷ 千木町ワ7-1 258-1616

（株）山弘 ﾔﾏﾋﾛ 御所町リ107番地 252-9636

（株）楽圓岡作 ﾗｸｴﾝｵｶｻｸ 田上町レ59 262-6901

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

いかるが運輸（株） ｲｶﾙｶﾞｳﾝﾕ 新神田4丁目9番17号 267-3349

尾山建設（株） ｵﾔﾏｹﾝｾﾂ 春日町10番13号 251-4282

金沢斫解体業 ｶﾅｻﾞﾜﾊﾂﾘｷﾀｲｷﾞｮｳ 今昭町甲10番地 258-1284

（株）Ｋ．Ａ．Ｃ ｹｰｴｰｼｰ 寺中町ホ6番地 254-0615

（株）KNK工業 ｹｰｴﾇｹｰｺｳｷﾞｮｳ 中村町15-21 205-1998

(有)兼六造園 ｹﾝﾛｸｿﾞｳｴﾝ 二口町ハ19番地 261-6019

（有）弘菱建設 ｺｳﾘｮｳｹﾝｾﾂ 糸田2丁目59番地 090-3290-5424

(有)庄建工業 ｼｮｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 東蚊爪町ラ49-1 239-2239

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17 238-8511

(株)中部資源再開発 ﾁｭｳﾌﾞｼｹﾞﾝｻｲｶｲﾊﾂ 湊１丁目55番地16 238-3262

（株）ＴＨＫ ﾃｨｴｲﾁｹｰ 千木町カ82番地1 258-2055

(有)中山興業 ﾅｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 戸室新保イ67 236-1438

根布サービス工業 ﾈﾌﾞｻｰﾋﾞｽｺｳｷﾞｮｳ 粟崎町4丁目78-78 238-1697

(有)丸勝建設 ﾏﾙｼｮｳｹﾝｾﾂ 田上町ニ29番地 090-1638-7933

（株）村中建設 ﾑﾗﾅｶｹﾝｾﾂ 笠舞本町2丁目26-16 090-2091-5823

吉村建設（株） ﾖｼﾑﾗｹﾝｾﾂ 畝田東2丁目279番地 267-4313

アイピーシー（株） ｱｲﾋﾟｰｼｰ 西金沢2丁目74番地 249-8323

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

（株）飯島組 ｲｲｼﾞﾏｸﾞﾐ 辰巳町イ3-5 254-6380

いかるが運輸（株） ｲｶﾙｶﾞｳﾝﾕ 新神田4丁目9番17号 267-3349

（株）エヌ・シー・ティ ｴﾇｼｰﾃｨ 西金沢5丁目312番地 259-6266

（株）エヌ・テック ｴﾇﾃｯｸ 西金沢5丁目312番地 282-7744

（株）エフ ｴﾌ 間明町2丁目217番地 291-8780

FNC建設合同会社 ｴﾌｴﾇｼｰｹﾝｾﾂｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 出雲町イ454 227-9589

（株）KNK工業 ｹｰｴﾇｹｰｺｳｷﾞｮｳ 中村町15-21 205-1998

（有）弘菱建設 ｺｳﾘｮｳｹﾝｾﾂ 糸田2丁目59番地 090-3290-5424

越尾建設（株） ｺｼｵｹﾝｾﾂ 額新保1丁目185-5 205-8237

(有)コデラ建設 ｺﾃﾞﾗｹﾝｾﾂ 小原町ソ144-2 243-1063

サンデック（株） ｻﾝﾃﾞｯｸ 専光寺町ハ52-1 268-5388

（株）秀晃建設 ｼｭｳｺｳｹﾝｾﾂ 涌波1丁目7番35号 210-1138

（株）ダイジョウ工建 ﾀﾞｲｼﾞｮｳｺｳｹﾝ 野田4丁目65番地 247-7040

（株）タカキ ﾀｶｷ 古府2丁目102番地 249-4145

地原建設（株） ﾁﾊﾗｹﾝｾﾂ 東蚊爪1丁目33番地6 255-2361

（株）デーロスジャパン ﾃﾞｰﾛｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 間明町2丁目70番地 229-7260

（株）栃折組 ﾄﾁｵﾘｸﾞﾐ 糸田新町10-25 090-3762-4445

(有)中山興業 ﾅｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 戸室新保イ67 236-1438

久喜建設（株） ﾋｻﾖｼｹﾝｾﾂ 三口新町4丁目1番5号 255-0166

(有)弘光土木 ﾋﾛﾐﾂﾄﾞﾎﾞｸ 西泉5丁目73番地 218-4173

（株）まどか ﾏﾄﾞｶ 入江3丁目103番1 259-5095

(有)丸勝建設 ﾏﾙｼｮｳｹﾝｾﾂ 田上町ニ29番地 090-1638-7933

（株）美和総建 ﾐﾜｿｳｹﾝ 糸田1丁目206 241-3088

（株）やね屋 ﾔﾈﾔ 矢木3丁目103番地1 249-8370

（株）義竹 ﾖｼﾀｹ 末町6-134 208-3956

（株）リターングリーン ﾘﾀｰﾝｸﾞﾘｰﾝ 米泉町2丁目74番地1 287-3562

⑥

➃

⑤
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作業可能地区 業　者　名 フリガナ 住　　　　所 電話番号

令和4年度　地 区 別 除 排 雪 業 者 リ ス ト

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

（株）飯島組 ｲｲｼﾞﾏｸﾞﾐ 辰巳町イ3-5 254-6380

池田造園 ｲｹﾀﾞｿﾞｳｴﾝ 笠舞本町2丁目23番6号 090-8702-8916

エコジャパン（株） ｴｺｼﾞｬﾊﾟﾝ 湯涌田子島町ホ134-1 235-8080

尾山建設（株） ｵﾔﾏｹﾝｾﾂ 春日町10番13号 251-4282

北川建設（株） ｷﾀｶﾞﾜｹﾝｾﾂ 大桑町チ155 242-9558

（株）KNK工業 ｹｰｴﾇｹｰｺｳｷﾞｮｳ 中村町15-21 205-1998

(有)兼和 ｹﾝﾜ 涌波1丁目8番13号 232-2548

越尾建設（株） ｺｼｵｹﾝｾﾂ 額新保1丁目185-5 205-8237

（株）秀晃建設 ｼｭｳｺｳｹﾝｾﾂ 涌波1丁目7番35号 210-1138

大工鈴村（株） ﾀﾞｲｸｽｽﾞﾑﾗ 鈴見台3丁目10-48 222-0176

（株）ダイジョウ工建 ﾀﾞｲｼﾞｮｳｺｳｹﾝ 野田4丁目65番地 247-7040

（株）高桑工業 ﾀｶｸﾜｺｳｷﾞｮｳ 常磐町26番地 252-1751

竹田技建 ﾀｹﾀﾞｷﾞｹﾝ 中村町19番6号 244-7983

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17 238-8511

辰巳建設（株） ﾀﾂﾐｹﾝｾﾂ 上辰巳10-42-3 229-0203

タナカ自動車株式会社 ﾀﾅｶｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 末町5の27番地1 229-0469

(有)道心建材 ﾄﾞｳｼﾝｹﾝｻﾞｲ 末町18-28 229-1721

中林建設（株） ﾅｶﾊﾞﾔｼｹﾝｾﾂ 中戸町ロ126 229-1315

(有)中山興業 ﾅｶﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 戸室新保イ67 236-1438

久喜建設（株） ﾋｻﾖｼｹﾝｾﾂ 三口新町4丁目1番5号 255-0166

（株）平本組 ﾋﾗﾓﾄｸﾞﾐ 笠舞本町1丁目7-5 221-8442

豊幸建設（株） ﾎｳｺｳｹﾝｾﾂ 東山1丁目30-12 252-9025

毎田建設（株） ﾏｲﾀﾞｹﾝｾﾂ 舘町ヌ6 229-1262

松栄造園 ﾏﾂｴｿﾞｳｴﾝ 高尾町ソ51-1 220-7765

松村建設（株） ﾏﾂﾑﾗｹﾝｾﾂ 若松町3-3 090-3293-7138

(有)丸勝建設 ﾏﾙｼｮｳｹﾝｾﾂ 田上町ニ29番地 090-1638-7933

（株）ミナミ住建 ﾐﾅﾐｼﾞｭｳｹﾝ 土清水3丁目235番地 229-0085

（株）村中建設 ﾑﾗﾅｶｹﾝｾﾂ 笠舞本町2丁目26-16 090-2091-5823

有宏建設 ﾕｳｺｳｹﾝｾﾂ 末町1-190 229-2055

横谷造林(有) ﾖｺﾀﾆｿﾞｳﾘﾝ 芝原町15番地 235-1748

（株）荒井舗道 ｱﾗｲﾎﾄﾞｳ 末町4-121-1 229-1457

（株）飯島組 ｲｲｼﾞﾏｸﾞﾐ 辰巳町イ3-5 254-6380

池田造園 ｲｹﾀﾞｿﾞｳｴﾝ 笠舞本町2丁目23番6号 090-8702-8916

エコジャパン（株） ｴｺｼﾞｬﾊﾟﾝ 湯涌田子島町ホ134-1 235-8080

（株）エヌ・シー・ティ ｴﾇｼｰﾃｨー 西金沢5丁目312番地 259-6266

（株）エヌ・テック ｴﾇﾃｯｸ 西金沢5丁目312番地 282-7744

KM設備 ｹｲｴﾑｾﾂﾋﾞ 窪4丁目203番地 247-2880

(有)兼和 ｹﾝﾜ 涌波1丁目8番13号 232-2548

越尾建設（株） ｺｼｵｹﾝｾﾂ 額新保1丁目185-5 205-8237

(有)コデラ建設 ｺﾃﾞﾗｹﾝｾﾂ 小原町ソ144-2 243-1063

三洋建設（株） ｻﾝﾖｳｹﾝｾﾂ 窪3丁目323番地 244-2788

(有)茂樹 ｼｹﾞｷ 四十万町北15番地 296-2056

（株）志友建設 ｼﾕｳｹﾝｾﾂ 四十万4丁目99番2 298-1988

（株）秀晃建設 ｼｭｳｺｳｹﾝｾﾂ 涌波1丁目7番35号 210-1138

小路建設（株） ｼｮｳｼﾞｹﾝｾﾂ 二俣町ハ106 236-1101

（株）新成・建設 ｼﾝｾｲｹﾝｾﾂ 田上さくら1-20 232-6171

（株）ダイジョウ工建 ﾀﾞｲｼﾞｮｳｺｳｹﾝ 野田4丁目65番地 247-7040

（株）高桑工業 ﾀｶｸﾜｺｳｷﾞｮｳ 常磐町26番地 252-1751

（株）多田運送 ﾀﾀﾞｳﾝｿｳ 田井町6-17 238-8511

（株）タマツフィールド3 ﾀﾏﾂﾌｨｰﾙﾄﾞ3 泉野町5-13-15 259-5520

東南建設（株） ﾄｳﾅﾝｹﾝｾﾂ 涌波2丁目12-9 261-9012

(有)同村造園 ﾄﾞｳﾑﾗｿﾞｳｴﾝ 久安2丁目356番地 226-0287

中林建設（株） ﾅｶﾊﾞﾔｼｹﾝｾﾂ 中戸町ロ126 229-1315

（株）南部開発工業 ﾅﾝﾌﾞｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 大額3丁目359番地 273-4510

久喜建設（株） ﾋｻﾖｼｹﾝｾﾂ 三口新町4丁目1番5号 255-0166

（株）平本組 ﾋﾗﾓﾄｸﾞﾐ 笠舞本町1丁目7-5 221-8442

(有)弘光土木 ﾋﾛﾐﾂﾄﾞﾎﾞｸ 西泉5丁目73番地 218-4173

毎田建設（株） ﾏｲﾀﾞｹﾝｾﾂ 舘町ヌ6 229-1262

(有)丸勝建設 ﾏﾙｼｮｳｹﾝｾﾂ 田上町ニ29番地 090-1638-7933

（株）ミナミ住建 ﾐﾅﾐｼﾞｭｳｹﾝ 土清水3丁目235番地 229-0085

（株）村中建設 ﾑﾗﾅｶｹﾝｾﾂ 笠舞本町2丁目26-16 090-2091-5823

（株）やね屋 ﾔﾈﾔ 矢木3丁目103番地1 249-8370

(有)山龍組 ﾔﾏﾀﾂｸﾞﾐ 窪5丁目183番地 280-1498

有宏建設 ﾕｳｺｳｹﾝｾﾂ 末町1-190 229-2055

（株）義竹 ﾖｼﾀｹ 末町6-134 208-3956

（株）ロードマネージメント ﾛｰﾄﾞﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 額新保3丁目152番地6 296-8533

⑧

⑦
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