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青空建設㈱ 髙橋 克尚 〒816 -8041 熊本市東区戸島1-1-38 096- 388-3012 388-3023

㈲青山建設 岡部 千鶴 〒860 -0046 熊本市中央区横手1-12-50 096- 325-2727 325-2780

㈱ｲｹﾀﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 池田 憲昭 〒862 -0950 熊本市中央区水前寺6-43-10 096- 285-5100 285-5200

㈱石崎組 石﨑 弘幸 〒862 -0971 熊本市中央区大江4-9-23 096- 364-0778 371-5231

稲葉建設㈱ 田中 博行 〒861 -4133 熊本市南区島町4-1-30 096- 320-2311 320-2330

㈱岩永組 岩永 一宏 〒860 -0812 熊本市中央区南熊本4-4-10 096- 372-3333 372-3600

大津建設工業㈱ 濵田 茂治 〒860 -0029 熊本市中央区米屋町3-15-2 096- 356-3628 288-3621

㈱勝本工務店 甲斐 繁光 〒860 -0823 熊本市中央区世安町351 096- 354-5131 359-4196

㈱カワゴエ 川越 一弘 〒861 -8031 熊本市東区戸島町920-6 096- 389-5577 389-5579

㈱木村建設 木村 賢正 〒860 -0863 熊本市中央区坪井6-17-15 096- 344-3271 344-3229

熊本利水工業㈱ 前田 和幸 〒860 -0083 熊本市北区大窪4-2-4 096- 345-1231 345-0300

光進建設㈱ 井上 弘太郎 〒861 -8035 熊本市東区御領2-28-1 096- 380-1231 380-4444

㈱小竹組 大堂 正人 〒862 -0971 熊本市中央区大江4-13-20 096- 366-2111 366-2116

坂口建設㈱ 坂口 洋亮 〒862 -0956 熊本市中央区水前寺公園28-43-501 096- 383-3131 383-3464

㈱三協化研 村上 幸治 〒861 -8046 熊本市東区石原1-10-48 096- 388-5333 388-5353

㈱三友工務店 古閑 之博 〒862 -0955 熊本市中央区神水本町20-10 096- 381-0003 381-0610

㈱志水工務店 志水 一博 〒861 -8007 熊本市北区龍田弓削1-14-24 096- 338-7251 338-8746

㈱秀拓 多良木 慶輝 〒860 -0079 熊本市西区上熊本3-20-6 096- 352-0911 351-0634

新規建設㈱ 規工川 祐紀 〒861 -8066 熊本市北区清水亀井町6-26 096- 344-5933 344-5944

㈾新産業建設 魚住 久明 〒861 -4203 熊本市南区城南町隅庄1054 0964- 28-2201 28-2473

㈱新陽建設　 熊野 勝司 〒862 -0909 熊本市東区湖東2-7-10 096- 367-0810 369-5246

㈱杉本工務店 杉本 信一 〒861 -4142 熊本市南区富合町杉島974 096- 357-9734 358-0248

杉山建設㈱ 杉山 利富美 〒861 -8035 熊本市東区御領2-14-64 096- 380-5358 389-2137

㈱竹内工務店 竹内 浩二 〒862 -0913 熊本市東区尾ノ上4-20-11 096- 365-3366 369-0562

武末建設㈱ 大久保 智司 〒861 -4101 熊本市南区近見1-16-1 096- 324-2595 353-1021

㈲立石工務店 小田 浩二 〒860 -0073 熊本市中央区島崎1-23-8 096- 355-3918 354-7135

㈱建吉組 笹原 健嗣 〒860 -0863 熊本市中央区坪井6-38-15 096- 343-1111 345-6711

田中建設㈱ 田中 建作 〒862 -0950 熊本市中央区水前寺4-8-12 096- 384-1155 384-7155

㈱タナカ建装 田中 美範 〒861 -8006 熊本市北区龍田8-15-43 096- 337-0066 338-6335

㈱近田建設 近田 研一 〒860 -0073 熊本市中央区島崎1-10-17 096- 354-2411 326-1067

ﾃﾞｨ.ｴｽ.大進工業㈱ 後藤 一利 〒860 -0076 熊本市中央区壺川1-9-49 096- 325-1685 325-1689

㈲主海建設 主海 政俊 〒860 -0076 熊本市中央区壺川2-3-64 096- 352-1246 356-3922

㈱冨坂建設 冨田 潤一 〒862 -0972 熊本市中央区新大江2-2-21 096- 362-4345 363-2365

マコト建設㈱ 渡邉 武継 〒862 -0962 熊本市南区田迎6-5-18 096- 379-1156 379-1164

㈱増永組 鷹尾 雄二 〒862 -0950 熊本市中央区水前寺3-3-25 096- 384-1111 384-2344

㈱三津野建設 西尾 剛人 〒862 -0910 熊本市東区健軍本町23-5 096- 369-1281 369-1257
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三ツ矢建設㈱　 宮崎 康輝 〒862 -0954 熊本市中央区神水2-12-11 096- 381-1900 382-8172

宮本建設㈱ 宮本 茂弘 〒860 -0004 熊本市中央区新町3-6-1 096- 324-8001 354-8288

㈱武藤組 武藤 学 〒860 -0082 熊本市西区池田1-15-53 096- 352-6100 352-7222

㈱村建 村上 崇 〒861 -5524 熊本市北区硯川749 096 245-0230 245-0299

㈱守平建設 守田 主一 〒862 -0920 熊本市東区月出2-2-65 096- 384-4036 384-4046

㈱山口工務店 山口 道有 〒862 -0926 熊本市中央区保田窪1-3-20 096- 384-4834 384-4879

㈱ヤマックス 茂森 拓 〒862 -0950 熊本市中央区水前寺3-9-5 096- 340-8840 381-6448

㈱優渾 勢田 孝徳 〒861 -8035 熊本市東区御領3-17-15 096- 388-7555 388-7577

㈱ユーホーム 上原 康嗣 〒862 -0951 熊本市中央区上水前寺2-12-24 096- 384-9800 384-9700

㈱幸保工務店 叶井 誠司 〒860 -0068 熊本市西区上代8-10-22 096- 329-1418 329-5124

㈱豊工務店 鉄谷 浩之 〒862 -0914 熊本市東区山ノ内1-3-1 096- 367-3333 367-3332

㈱吉永産業 吉永 隆夫 〒861 -4172 熊本市南区御幸笛田2-15-1 096- 379-8855 379-2855

荒 尾 豊建設工業㈱ 仲島 光晴 〒864 -0057 荒尾市大島角田104-5 0968- 62-0478 62-0318

岩下建設㈱ 坂梨 恭子 〒865 -0061 玉名市立願寺179 0968- 74-1101 73-4726

植野建設㈱ 植野 澄博 〒865 -0064 玉名市中1674-1 0968- 72-2811 72-2112

㈱熊野組 熊野 祐一 〒865 -0064 玉名市中1189 0968- 74-1441 74-1442

松本建設㈱ 松本 隆義 〒865 -0052 玉名市松木40-3 0968- 73-4125 73-3554

鹿 本 ㈱本山建設 本山 幸嘉 〒861 -0563 山鹿市鹿央町千田60-1 0968- 42-2588 42-2589

㈱アスク工業 上村 信敏 〒869 -1101 菊池郡菊陽町津久礼76-3 096- 232-6333 232-6334

㈱生田工務店 生田 健一 〒861 -1331 菊池市隈府223 0968- 25-3229 25-3257

㈱宇都宮建設 宇都宮 誠二 〒869 -1235 菊池郡大津町室2137-2 096- 293-7000 293-8405

㈱緒方建設 緒方 公一 〒861 -1324 菊池市野間口1097 0968- 25-3089 24-0870

上林工業㈱ 上林 節郎 〒861 -1104 合志市御代志868 096- 242-1011 242-1012

㈱黒石原建設 辻 満秀 〒861 -1102 合志市須屋2022-2 096- 344-8243 343-7046

三和建設㈱ 川瀬 和洋 〒861 -1331 菊池市隈府775 0968- 25-4141 25-4571

㈱熊本紅屋 家入 貴久男 〒869 -2612 阿蘇市一の宮町宮地2223 0967- 22-0358 22-2025

成瀬建設㈱ 髙橋 広美 〒869 -2301 阿蘇市内牧475-1 0967- 32-3636 32-3637

㈱橋本建設 渡邉 建英 〒869 -2501 阿蘇郡小国町宮原1978 0967- 46-3321 46-3544

㈱尾上建設 上村 雄二 〒861 -3516 上益城郡山都町千滝222-1 0967- 72-0134 72-1421

三栄総合建設㈱ 糸永 哲夫 〒861 -3543 上益城郡山都町上寺45 0967- 72-4370 72-3014

㈲竹本綜合建設 竹本 五男 〒861 -3208 上益城郡御船町滝尾351 096- 282-2901 282-2981

㈲永田工務店 永田 斉 〒861 -3202 上益城郡御船町小坂46-1 096- 282-0435 282-3774

西田建設㈲ 西田 広 〒861 -3513 上益城郡山都町下市102 0967- 72-0451 72-4293

宮田建設㈱ 宮田 英也 〒861 -3543 上益城郡山都町上寺1809 0967 72-0404 72-1168
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㈱髙橋建設 堀本 利好 〒869 -0502 宇城市松橋町松橋1028 0964- 33-1211 33-1217

ニチゴー九州㈱ 井上 浩一 〒869 -0408 宇土市築籠町221 0964- 22-0131 23-2744

㈱藤永組 藤永 和弘 〒866 -0831 八代市萩原町1-11-6 0965- 33-3167 33-3171

㈱前田建設 前田 英治 〒869 -4602 八代郡氷川町宮原452 0965- 62-2158 62-3329

㈱松島建設　　　 松嶋 進治 〒866 -0805 八代市宮地町2088 0965- 33-1941 33-1952

和久田建設㈱　 和久田 数臣 〒866 -0055 八代市迎町2-9-10 0965- 32-5171 33-5556

味岡建設㈱ 味岡 正章 〒868 -0592 球磨郡多良木町多良木144-1 0966- 42-2444 42-6392

丸昭建設㈱　 松村 陽一郎 〒868 -0071 人吉市西間上町2479-1 0966- 45-0046 45-2972

坂田建設㈱ 坂田 圭一 〒867 -0058 水俣市丸島町1-1-18 0966- 63-2900 63-4773

㈱松下組 松下 義一 〒869 -5563 葦北郡芦北町湯浦245-1 0966-  86-0065 86-0252

㈱有江建設　 大野 直一 〒863 -0041 天草市志柿町5422-1 0969- 23-2076 23-2077

金子産業㈱　 金子 勉 〒863 -2171 天草市佐伊津町5522-11 0969- 23-6613 23-6369

㈱カネマツ 岩下 忠 〒863 -2503 天草郡苓北町志岐123-1 0969- 35-0345 35-0330

木原建設㈱　 木原 一二 〒863 -0038 天草市南町4-37 0969- 22-3823 22-3846

昭和建設工業㈱ 佐々木 康人 〒863 -0013 天草市今釜新町3712-1 0969- 22-2131 23-5434

大昌建設㈱　 川上 英俊 〒863 -0014 天草市東浜町13-1 0969- 22-2155 22-2076

㈱中村建設 池﨑 一彦 〒863 -2201 天草市五和町御領12200 0969- 32-1151 32-0502

野上建設㈱　 野上 辰雄 〒863 -0032 天草市太田町8-6 0969- 22-2686 22-4335

㈱山口工務店　 山口 広剛 〒869 -3601 上天草市大矢野町登立2854-1 0964- 56-0354 56-3262

苓州建設工業㈱ 山添 雅彦 〒863-2171 天草市佐伊津3413-15 0969- 23-2211 23-2202
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