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コバヤシセキユテン 〒368-0101 0494-75-2115

小林石油店 小鹿野町下小鹿野764 0494-75-1786

リキヤマケンチク 〒368-0101 0494-75-1619

力山建築 小鹿野町下小鹿野1362-4 0494-75-1619

タカハシジュモクイジムショ 〒368-0101 0494-75-3878

高橋樹木医事務所 小鹿野町下小鹿野465-2 ―

サカモトガラス 〒368-0105 0494-75-0130

坂本ガラス 小鹿野町小鹿野973 0494-75-1991

アンドウハウス 〒368-0101 0494-75-2688

安藤ハウス 小鹿野町下小鹿野1744-4 0494-75-2737

ユウゲンガイシャタジマセイカワラコウジョウ 368-0105 75-2513

有限会社田嶋製瓦工場 小鹿野町小鹿野2385 75-4172

デリバリーサービスタムラ 〒368-0201 0494-79-0609

デリバリーサービスタムラ 小鹿野町両神薄2738-1 0494-79-0609

タケウチタタミテン 〒368-0201 0494-79-0728

竹内畳店 小鹿野町両神薄3282-3 0494-79-0728

クロダコウムテン 〒368-0105 0494-75-2051

黒田工務店 小鹿野町小鹿野253-1 0494-75-3931

ヤマザキケンチク 〒368-0105 0494-75-0415

山﨑建築 小鹿野町小鹿野1687 0494-75-045

ユウゲンガイシャトヨタスイドウ 〒368-0102 0494-75-3147

有限会社　トヨタ水道 小鹿野町長留491 0494-75-3397

カトウインダストリー 〒368-0101 0494-75-2770

KATOH industry 小鹿野町下小鹿野1589 0494-75-3945

令和３・４年度　  小 規 模 事 業 者 登 録 者 名 簿
（登録期間　　令和5年3月31日まで）
希　　望　　業　　種

番号 商号又は名称 住所又は所在地 登録年月日

1
建設業（管、土
木、水道施設）

令和3年4月1日

2 建築工事 令和3年4月1日

3 樹木診断・治療・剪定工 造園工事 高木伐採工 令和3年4月1日

4 ガラス工事 建具工事 令和3年4月1日

5 建築工事 令和3年4月1日

6 屋根工事 令和3年4月1日

7 文房具 事務機器 令和3年4月1日

8 畳製造販売業 令和3年4月6日

9 建築工事 令和3年4月8日

10 建築工事 令和3年4月9日

11
管工事

水道施設工事
令和3年4月12日

12 土建業 令和3年4月17日
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タムラバンキンコウギョウ 〒368-0105 0494-75-2562

田村板金工業 小鹿野町小鹿野286-4 0494-75-2562

ヨコタコウムテン 〒368-0105 0494-75-2385

横田工務店 小鹿野町小鹿野674 0494-75-2385

クロサワタタミテン 〒368-0202 0494-79-0222

黒沢畳店 小鹿野町両神小森267 0494-79-0222

ホープコウギョウ 〒368-0101 0494-75-1564

ホープ工業 小鹿野町下小鹿野2330-1 0494-75-1564

ハギワラケンチク 〒368-0105 0494-75-1562

萩原建築 小鹿野町小鹿野1024 0494-75-1562

アライケンチク 〒368-0111 0494-75-1377

新井建築 小鹿野町飯田1321

イデウラケンチクユウゲンガイシャ 〒368-0101 0494-75-0427

出浦建築有限会社 小鹿野下小鹿野3434 0494-75-1878

クロサワケンセツ 〒368-0113 0494-76-0524

黒沢建設 小鹿野町河原沢523 0494-76-0524

タカハシケンチクカブシキカイシャ 〒368-0101 0494-75-2377

髙橋建築株式会社 小鹿野町下小鹿野144 0494-75-3523

ユウゲンガイシャクロサワケンチク 〒368-0201 0494-79-0720

有限会社黒沢建築 小鹿野町両神薄34-1 0494-79-0761

アライケンチク 〒368-0102 0494-75-1553

新井建築 小鹿野町長留1547 0494-75-1553

シマダケンチク 〒368-0111 0494-75-0688

隝田建築 小鹿野町飯田3086 0494-75-0688

13 屋根工事 令和3年4月19日

14 建築工事 令和3年4月19日

15 内装仕上工事（畳） 令和3年4月14日

16 左官・土木 令和3年4月23日

17 建築工事 令和3年5月6日

18 建築工事 令和3年5月10日

19 建築工事 令和3年5月11日

20 建築工事 令和3年5月12日

21 建築工事 令和3年5月14日

22 建築工事 令和3年5月25日

23 建築工事 令和3年5月27日

24 建築工事 令和3年6月3日
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ナラセツビコウギョウ 〒368-0103 0494-75-0180

奈良設備工業 小鹿野町般若782 0494-75-3636

ヘンミケンチク 〒368-0201 0494-75-0777

逸見建築 小鹿野町両神薄141 0494-75-0777

ユウゲンガイシャカトウヤヨウヒンテン 〒368-0105 0494-75-0088

有限会社加藤屋洋品店 小鹿野町小鹿野552 0494-75-0807

ユウゲンガイシャモリヤデンキ 〒368-0105 0494-75-1717

有限会社モリヤデンキ 小鹿野町小鹿野2070-1 0494-75-1412

タカハシバンキンカコウジョ 〒368-0105 0494-75-0389

高橋板金加工所 小鹿野町小鹿野455 0494-75-0389

ケンチクコウボウオガサワラ 〒368-0202 0494-79-1164

建築工房小笠原 小鹿野町両神小森299-1 0494-79-1164

タカハシバンキン 〒368-0201 0494-26-5365

髙橋板金 小鹿野町両神薄4836-2 0494-26-5365

サカイデンキコウジ 〒368-0105 0494-75-0968

酒井電気工事 小鹿野町小鹿野292-15 0494-75-0933

クロサワタイル 〒368-0202 0494-79-1478

黒沢タイル 小鹿野町両神小森4697-1 0494-79-1478

クロサワタタミテン 〒368-0111 0494-75-2590

黒沢畳店 小鹿野町飯田678-1 -

サハシバンキンコウギョウショ〒368-0111 0494-75-2561

さはし板金工業所 小鹿野町飯田162 0494-75-2561

フジカンバンコウゲイ 〒368-0103 0494-75-2225

フジ看板工芸 小鹿野町般若903-2 0494-75-2225

25 水道工事 浄化槽工事 排水設備工事 給湯設備工事 令和3年6月4日

26 建築工事 令和3年6月4日

27 販売（衣類／帽子／服） スポーツ用品 徽章・カップ 横断幕・旗・各種看板 令和3年6月10日

28
リフォーム（トイ
レ／バス／キッチ

ン等）
販売（家電）

設備工事（エアコ
ン・ボイラー等）

令和3年6月18日

29 屋根工事 板金工事 令和3年6月23日

30 建築工事 令和3年7月6日

31 建築板金 令和3年7月9日

32 電気工事 令和3年7月28日

33 住宅内外タイル工事全般 令和3年8月19日

34 畳製作販売 令和3年8月25日

35 建築板金 令和3年9月4日

36 看板製作 一般塗装工事 令和3年10月8日
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オグラケンセツ 〒368-0201 0494-79-0350

小椋建設 小鹿野町両神薄3875 0494-79-0350

イリサワケンチク 〒368-0101 0494-75-1822

入澤建築 小鹿野町下小鹿野1810-1 0494-75-1822

クロサワショウカイ 〒368-0202 0494-79-0704

黒沢商会 小鹿野町両神小森5051 0494-79-0704

クロサワファーム 〒368-0202 0494-79-0704

黒沢ファーム 小鹿野町両神小森5051 0494-79-0704

アライドケン 〒368-0201 0494-79-0767

新井土建 小鹿野町両神薄4796-2 0494-79-0767

ユウゲンガイシャミヤハラケンセツ 〒368-0111 0494-75-1738

有限会社宮原建設 小鹿野町飯田114-5 0494-75-1747

イワタケンセツ 〒368-0201 0494-79-0757

岩田建設 小鹿野町両神薄4681 0494-79-0455

ヒキマタタミテン 〒368-0105 0494-75-0623

引間畳店 小鹿野町小鹿野2368 -

37 建築 令和3年12月2日

38 建築 令和3年12月15日

39 自動車・自転車類 機械工具類 令和3年12月22日

40 花卉 令和3年12月22日

41 土木工事 とび・土工工事 令和4年1月11日

42 建築工事業 令和4年1月25日

43 建築工事業 令和4年2月10日

44 畳工事 令和4年12月2日


