
電話番号
FAX番号

002424
㈱アースクリーン２１

代表取締役　原田　義夫

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所

0766-84-6648

0766-84-3650
射水市寺塚原905-3

土Ｄ

主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

水しゅと 管Ｃ

004162
㈱アースメイク　富山営業所 0766-55-5440

射水市本開発字下ノ田1170
と

所長　山口　心納 0766-55-5441

代表取締役　久野　久暢 0766-56-0875
000012

㈲相和興業 0766-56-0868
射水市黒河5088-2

土Ｃ と 石 鋼 ほＣ 水

代表取締役　青山　渉 0766-84-5512
000018

㈱青山組 0766-84-5577
射水市津幡江605

土Ｃ 建Ｃ と ほＣ しゅ 園 水

代表取締役　赤井　孝之 0766-86-4106
000019

㈱赤井管機 0766-86-0805
射水市本江針山151

土Ｄ 管Ｂ 水

000021
赤尾電設㈱　射水 0766-50-1720

射水市新開発548-2
電Ａ

代表取締役　赤井　英雄 0766-86-1509

000051
アロ交易㈱ 0766-84-2991

射水市本町3-19-16
土Ｄ 管Ｂ

000020
㈱赤井建設 0766-86-0071

射水市海老江七軒1491
建Ｂ 大

所長　赤尾　みき 0766-50-1681

000052
㈲アワエ電工 0766-52-3795

射水市島1327
電Ｂ

代表取締役　砂子阪　和夫 0766-84-2992

000069
和泉産業㈱ 0766-86-0232

射水市片口38
土Ｄ と 園

代表取締役　粟江　健二 0766-52-6698

000077
㈲イナダ電機 0766-55-1202

射水市三ケ20
電Ｃ

代表取締役　岸　省悟 0766-86-2269

代表取締役　稲田　忠則 0766-55-1970

000083
射水建設興業㈱　射水支店 0766-52-0213

射水市小島595
土Ａ と 石 鋼 ほＢ しゅ 塗 水

代表取締役　吉田  寛之 0766-52-0386
000084

射水工業㈱ 0766-52-0336
射水市二口2487-1

土Ａ と 石 管Ｃ 園 水

支店長　秋元　寿男 0766-52-5577

000121
㈱エビークス 0766-84-2821

射水市八幡町3-4-18
内

岩井　勝彦 0766-86-1848
000086

岩井設備工業 0766-86-1848
射水市浜開新町9-1

土Ｄ 管Ｂ

代表取締役　海老　延光 0766-84-3939
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

0766-86-2823

000123
オイダ建設㈱ 0766-56-0818

射水市三ケ2756-2
土Ｄ 建Ｄ と

004153
㈱エル・プライムいなみ 0766-86-2775

射水市草岡町2-15-4
電

代表取締役　井波　哲雄

000131
㈱大谷工業　富山営業所 0766-56-2323

射水市戸破3456
土Ｄ 建Ｃ と 電Ｂ 鋼 機 交通

代表取締役　老田　元一 0766-56-4756

000147
㈱織田 0766-55-0104

射水市戸破4112-1
土Ｄ 管Ａ 水

所長　西出　俊樹 0766-56-6230

000042
オリックス・ファシリティーズ㈱　富山工事部 0766-56-7676

射水市戸破字針原69-13
電Ａ

代表取締役　織田　寿一 0766-55-1896

003644
音頭金属㈱　富山営業所 0766-86-4500

射水市かもめ台145
建Ｂ

部長　宮本　利昭 0766-56-9217

000155
㈱開進堂　射水営業所 0766-52-8870

射水市赤井字下間掛88-27
電Ａ 通 消

所長　村上  明人 0766-86-4510

000158
㈱佳栄建設 0766-86-1117

射水市七美中野205
土Ｂ 建Ｂ と

所長　水上　裕 0766-52-8871

000162
㈲カク 0766-82-1327

射水市沖塚原724
土Ｄ 建Ｄ と

代表取締役　小関　佳誉子 0766-86-1161

000168
加州建設㈱　富山営業所 0766-56-4344

射水市流通センター青井谷1-2-1
土Ｂ と ほＡ

代表取締役　和田　格 0766-82-1328

000176
金原開発㈱ 0766-84-3333

射水市沖塚原134
土Ｂ と

所長　稲葉　謙介 0766-56-5991

004168
㈱かもの 0766-86-0230

射水市堀岡古明神120
電

代表取締役　山下　章 0766-84-4843

000190
川原工業㈱ 0766-52-1112

射水市上条357-1
土Ａ と ほＣ 水

代表取締役　鴨野　順次 0766-86-1517

000208
北日本電設工業㈱ 0766-56-6337

射水市戸破字加茂1825
電Ｂ 通 消

取締役社長　川原　和明 0766-52-2468

000211
㈱北野テック 0766-84-4123

射水市善光寺28-16
土Ｄ と 管Ａ ほＣ 水

代表取締役　山道　茂 0766-56-6362

代表取締役　北野　文男 0766-84-1418
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000220
共立建工㈱ 0766-52-4352

射水市島1354-1
土Ｂ 建Ｄ と 解

建Ａ と 解
000243

くみあい建設㈱ 0766-54-5366

代表取締役社長　松本　隆義 0766-52-0205

管Ｂ 水
000245

㈱倉田冷熱 0766-55-3392
射水市三ケ923

土Ｄ

代表取締役　倉田　昭一 0766-55-2226

000248
㈱クリシマ　射水本店 0766-53-0020

射水市布目沢315-6
電Ａ 通 消

射水市鷲塚65-7
土Ｂ

代表取締役社長　埜田　幸雄 0766-55-2747

000256
黒川建設工業㈱ 0766-56-2135

射水市戸破1275
土Ａ と 管Ｃ ほＣ 園

取締役所長　東山　等 0766-53-0210

000003
㈲ＫＣＳ市井塗装 0766-82-1670

射水市津幡江655-1
塗

代表取締役　黒川　恒至 0766-56-3040

000260
㈲ケーエス興産 0766-56-9712

射水市太閤町40
土Ｃ と 管Ｃ

代表取締役　市井　憲治 0766-82-1671

003927
構造メンテ㈱ 0766-54-6320

射水市新開発452-1
土Ｄ と

代表取締役　勝井　清光 0766-56-9713

000273
㈲肥田建設 0766-56-1854

射水市池多250-1
土Ｂ と 管Ｃ ほＣ 園 水 解

代表取締役　田中  伸次 0766-54-6321

000278
㈱小路造園 0766-55-1470

射水市小杉白石545
園

代表取締役　肥田　晴久 0766-56-9201

000280
㈱小杉光電社 0766-55-3138

射水市戸破2253
電Ｂ 消

代表取締役　小路　利夫 0766-55-2775

002535
㈲小杉スポーツ 0766-55-1331

射水市三ケ1038
土Ｄ と 内 園

代表取締役　黒川　彰三 0766-55-3142

000281
㈲小杉設備工業 0766-55-2706

射水市戸破2218
土Ｄ 管Ａ 水

代表取締役社長　長谷　貞夫 0766-55-2151

002275
㈱コスモ 0766-52-5973

射水市若杉213-1
電Ｂ

代表取締役　黒川　義雄 0766-55-2899

000285
㈱小西商事 0766-84-0524

射水市松木832-1
土Ｄ と ほＣ 解

代表取締役　杉本　繁機 0766-52-5974

代表取締役　小西　洋 0766-84-7001
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000287
五洋建設㈱　富山営業所 0766-84-7094

射水市越の潟町820-1
土Ａ と 石 鋼 しゅ

002374
㈱五郎工務店 0766-59-2256

所長　田中　大介 0766-82-5529

002763
彩創 0766-52-4375

射水市小島1145-1
塗

代表　二塚　大希 0766-52-5753

000297
㈲坂田建設 0766-53-1126

射水市荒町110
土Ｂ と 管Ｃ

射水市加茂中部860
建Ｄ

代表取締役　五郎　孝浩 0766-59-2130

000315
サングリーン開発興業㈱ 0766-82-1327

射水市沖塚原724
園

代表取締役　金森　満弘 0766-53-1127

003603
三松エクステリア㈱ 0766-50-1655

射水市三ケ1525 サンビスヤマトクビル
土Ｄ 交通

代表取締役　和田　格 0766-82-1328

絶
000325

三耐保温㈱ 0766-55-2239
射水市鷲塚91-3

と 石 管Ｃ タ ガ 塗 内 機

代表取締役　松本　誠 0766-50-1656

ほＣ 内 水
000328

㈱サンテック 0766-52-5470
射水市小島21-10

土Ｂ 建Ｃ 大 と 屋 管Ｃ タ 鋼

代表取締役　高見　直樹 0766-55-2280

002765
塩谷建設㈱　いみず営業所 0766-56-3020

射水市浄土寺字林寺1662
建Ａ 内

代表取締役　高田　大介 0766-52-3907

000345
㈲システムホリタ 0766-52-1455

射水市新開発72
土Ｄ 管Ａ

所長　鏡　宏二 0766-56-7346

000346
七間塗装 0766-52-5096

射水市土合1587
塗

代表取締役　堀田　哲雄 0766-52-4466

000366
㈲射南建設 0766-54-1634

射水市生源寺815
土Ｂ と

事業主　七間  聡 0766-52-5594

000370
宿屋建設工業㈱ 0766-56-2443

射水市橋下条130
土Ｃ と ほＣ

取締役　犀藤　真一 0766-54-1643

000379
昭和建設㈱　射水支店 0766-55-0144

射水市三ケ1418
土Ａ と 鋼 ほＡ しゅ 園 水

代表取締役　宿屋　浩一 0766-56-5464

000383
㈲昭和シーエス 0766-82-4611

射水市戸破687
土Ｄ 管Ｂ 水

支店長　浦田　秀明 0766-55-0144

代表取締役　森田　慎一 0766-82-4612
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000388
新栄建設㈱ 0766-52-4079

射水市土合830-1
土Ｂ と

ほＣ 水
000389

伸栄工業㈱ 0766-55-0084

代表取締役　山本　栄次郎 0766-52-5888

水建Ｂ と 管Ｃ 鋼 ほＣ
000394

新高建設㈱ 0766-84-9025
射水市本町1-3-17

土Ｂ

代表取締役　鳥本　龍弥 0766-82-2183

000408
㈲シンプロ 0766-84-2705

射水市中央町13-10
管Ｃ

射水市小杉白石71
土Ａ

代表取締役　串田　伸男 0766-55-3364

000409
㈲新北斗建設 0766-84-8523

射水市片口350-2
土Ｄ ほＣ

代表取締役　殿村　浩一 0766-84-2773

000414
㈱伸和設備工業 0766-52-4270

射水市八塚227-3
土Ｄ 管Ａ 水

代表取締役　灰田　秀 0766-84-8532

000421
㈱菅原電気　射水営業所 0766-51-6556

射水市新開発664-3
電Ａ 通 消

代表取締役　道古　伸夫 0766-52-5768

002421
杉田住設 0766-84-3897

射水市桜町18-14
土Ｄ 管Ｂ

所長　高橋　修 0766-51-6223

002310
炭谷塗装店 0766-52-2133

射水市二口幸町2047
塗

事業主　杉田　雅夫 0766-84-3801

000447
㈱関原配管 0766-86-0382

射水市海老江練合186
管Ｂ

代表　炭谷　邦和 0766-52-6625

000452
㈲総合建設マツイ 0766-52-1603

射水市中野658-1
土Ｄ 建Ｃ

代表取締役　関原　栄一 0766-86-2586

000458
㈲曽根組 0766-82-4633

射水市八幡町1-20-3
土Ｃ と 解

代表取締役　松井　英和 0766-52-2118

003320
㈱タイアン板金工業 0766-54-1137

射水市串田840-1
屋 板

代表取締役　曽根　勝 0766-82-4684

003994
大洋汽力工業㈱ 0766-52-2020

射水市土合1486
管Ｃ

代表取締役　安田　孝士 0766-54-1223

000493
㈲太陽空調サービス 0766-55-4610

射水市戸破714
管Ｂ 消

代表取締役　大井  健 0766-52-4294

代表取締役　中田　賢一 0766-55-4615
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000499
㈱高岡市衛生公社　射水営業所 0766-82-1221

射水市川口836-1
土Ｃ と ほＣ しゅ

と
000500

高木組 0766-82-4231

所長　川端  聰 0766-82-1221

と 石 園
000504

㈱多賀太閤園 0766-56-0837
射水市太閤山3-101

土Ｄ

代表取締役　多賀　博 0766-56-7378

003126
㈱高田組　射水支店 0766-52-1540

射水市本田213
土Ａ と 石 ほＡ しゅ 水

射水市川口838
土Ｂ

高木　保 0766-82-7585

000507
髙田建設㈱ 0766-52-0310

射水市土合1490
土Ａ 建Ａ と 管Ｃ 解

取締役支店長　斉藤　高志 0766-52-3078

000514
高畑草樹園 0766-52-1117

射水市若杉30
園

代表取締役　髙田　実 0766-52-4000

000519
㈱竹内建設 0766-84-5766

射水市堀岡新明神205-138
建Ｂ 大

代表　高畑　浩一 0766-52-1108

000520
㈱タケウチ工業 0766-83-0888

射水市作道268
土Ｂ と 石 鋼 ほＢ しゅ 水

代表取締役　竹内　茂 0766-84-8656

000521
㈲竹内商事 0766-86-5701

射水市射水町1-9-8
管Ｃ 園

代表取締役　竹内　誠 0766-83-0889

000522
竹沢建設㈱ 0766-84-8888

射水市寺塚原836-3
土Ａ 建Ｂ と 石 管Ｂ しゅ 水 解

代表取締役　竹内　正司 0766-86-5701

000525
㈱竹田大樹園 0766-82-4475

射水市沖塚原717-1
と 園

代表取締役　竹沢　由之 0766-84-8865

000537
谷内工業㈱ 0766-84-8821

射水市緑町18-15
土Ａ と しゅ 水

代表取締役　竹田　武邦 0766-82-4156

000557
中部交通標識㈱　射水営業所 0766-55-1820

射水市手崎474-1
土Ｃ と 鋼 塗 交通

代表取締役　谷内　秀孝 0766-82-3172

000563
㈲長徳組 0766-84-2539

射水市八幡町3-5-11
土Ｃ と

所長　米沢　由貢 0766-55-1393

000568
塚原造園土木㈱ 0766-84-1148

射水市松木800
と 園

代表取締役　金田　孝徳 0766-84-2549

代表取締役　金　洋一 0766-84-8982
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000574
㈲釣工務店 0766-82-2958

射水市本町3-15-6
土Ｄ 管Ｂ

管Ｂ 水
000575

㈲釣住設 0766-84-3733

代表取締役　釣　陽子 0766-82-2910

000591
㈲電協舎 0766-84-6001

射水市本町3-6-12
電Ｂ

代表取締役　原田　寛之 0766-84-6002

000595
㈲土合興業 0766-56-1318

射水市橋下条1070
土Ｂ と

射水市本町3-15-10
土Ｄ

代表取締役　釣　敏郎 0766-84-2369

解
000626

道路技術サービス㈱ 0766-56-4748
射水市橋下条527

土Ａ と ほＢ しゅ 塗 園 水 交通

代表取締役　土合　功 0766-56-7818

000628
㈲東和電設 0766-56-0532

射水市塚越1682
電Ａ 機 消

代表取締役　山本　光夫 0766-56-6615

000636
砺波工業㈱　射水営業所 0766-55-3600

射水市戸破若宮3046-1
土Ａ 建Ａ 大 と 鋼 筋 ほＣ 水

代表取締役　大亀　文雄 0766-56-2372

000638
砺波造園土木㈱　射水支店 0766-54-1359

射水市梅木47
土Ｄ と 園

所長　土市　進 0766-55-5701

000645
富新建設㈲ 0766-82-5175

射水市作道481-2
土Ｄ 建Ｄ 管Ｃ

支店長　堀　秀夫 0766-53-1359

000647
富美道路㈱ 0766-52-5162

射水市上条177
土Ｃ と 塗 交通

代表取締役　四柳　慎二 0766-82-7333

004105
富舗建設㈱ 0766-52-5793

射水市中野612
土Ｄ と ほＢ

代表取締役　檜谷　千栄子 0766-52-6062

000651
㈲富山瓦工事店 0766-82-2138

射水市中新湊7-17
屋 板

代表取締役　寺田　敏 0766-54-6276

000657
富山県標識保全㈱ 0766-55-1737

射水市本開発1049-1
土Ｄ と 塗 交通

代表取締役　花木　哲男 0766-84-8849

004170
㈱ナカニシ電工 0766-86-1424

射水市海老江18-1
電

代表取締役　宮丸　正行 0766-55-1814

000687
永森建設工業㈱ 0766-55-3933

射水市三ケ3973
土Ｄ 建Ａ 大 と

代表取締役　中西　克英 0766-86-1840

代表取締役　永森　忠志 0766-55-3922
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000699
西川建設㈲ 0766-56-4064

射水市戸破1664-1
土Ｄ 管Ｃ

000705
西野進樹園㈱ 0766-56-5656

代表取締役　西川　健二 0766-56-5101

ほＢ
000732

㈲日新道路建設 0766-56-1073
射水市浄土寺1398

土Ｃ

代表取締役　新道　清志 0766-56-6914

000804
㈲野手配管 0766-56-1546

射水市青井谷4141
土Ｄ 管Ａ 水

射水市中老田新688
園

代表取締役　西野　暢優 0766-56-5611

000805
㈱野開園 0766-56-0212

射水市塚越1843
園

代表取締役　野手　昭彦 0766-56-1681

000806
野開造園土木㈱ 0766-55-0755

射水市手崎1005-7
園

代表取締役　野開　太悦 0766-56-7870

000813
㈱橋本カンテツ 0766-52-5051

射水市土合1482-1
管Ｃ 機

代表取締役　野開　吉彦 0766-55-2401

000816
八大庭苑 0766-55-2617

射水市鷲塚24
園

代表取締役　橋本　政勝 0766-52-2861

000817
八幡屋電機 0766-82-2743

射水市中新湊22-20
電Ｃ

代表　西野　武雄 0766-55-2614

003583
㈲林鉄工所 0766-82-2782

射水市港町18-7
鋼

代表　本郷　正美 0766-82-2743

000827
原建設㈱ 0766-84-5612

射水市作道2035-4
土Ｂ 建Ａ と 石 管Ｃ ほＢ

代表取締役　林　勇司 0766-84-1804

000828
原田植産 0766-82-4284

射水市寺塚原246
園

代表取締役　原　龍治 0766-84-3598

004399
㈱バンセイ 0766-86-4568

射水市かもめ台111
電Ｃ

代表　原田　敬良 0766-82-4531

000831
㈱ばんどー工業 0766-55-3036

射水市戸破2864
土Ｄ 管Ａ 水 消

代表取締役　片岡　隆 0766-86-4569

003740
㈱ヒヨシ小杉 0766-57-8380

射水市中太閤山4-45-7
土Ｄ 建Ｄ と

代表取締役　坂東　実 0766-55-3160

代表取締役　喜多　良明 0766-57-8386
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電話番号
FAX番号

業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）

住所 主として請け負う工事種類

＜市内＞
平成29年10月1日現在

000859
平岡工務店 0766-56-0547

射水市黒河新116
建Ｃ 大

建Ｃ と
002312

㈱廣田組 0766-52-0404

代表　平岡　義昭 0766-56-0587

002315
藤田塗装 0766-52-0670

射水市枇杷首27
塗

藤田　實 0766-52-0670

000895
㈱フジノ電設工業 0766-56-3947

射水市太閤山4-8-1
電Ａ 消

射水市広上1080
土Ｃ

代表取締役　廣田　満 0766-52-0454

000907
分家工業㈱ 0766-86-1111

射水市新片町2-7-1
土Ａ 建Ｂ と ほＡ しゅ 水

代表取締役　藤野　良成 0766-56-3953

000910
㈱朴木工業 0766-84-9023

射水市宮袋196
土Ｂ と ほＡ

代表取締役　分家　一嘉 0766-86-3365

000939
北陸電気工事㈱　射水営業所 0766-84-6121

射水市鏡宮564-1
電Ａ

代表取締役　朴木　修侍 0766-84-9073

000951
北陸発電工事㈱　新港事業所 0766-86-0855

射水市堀江千石6-1
電Ａ 管Ａ 機 絶 消

所長　源　友明 0766-84-6122

003798
北陸ポートサービス㈱　地域資源循環事業本部 0766-86-3377

射水市片口久々江字錦674-2
土Ｄ と

所長　西田　安良 0766-86-3561

000961
北海建設㈱ 0766-86-0545

射水市足洗新町1-1
土Ｂ と ほＡ しゅ 水

代表取締役　加治  幸大 0766-86-3737

000962
北海工業㈱ 0766-86-3666

射水市足洗新町1-101
土Ａ 建Ａ と 管Ｃ ほＡ 水

取締役社長　宮垣　隆穂 0766-86-2719

004288
北晃工業㈲ 0766-86-1666

射水市七美192-15
土Ｄ 管Ｃ 水

代表取締役　石村　正男 0766-86-4679

000965
ホンボ建設 0766-55-1888

射水市三ケ435
建Ｃ 大

代表取締役　影山　大輔 0766-86-1667

000974
㈱前田土木 0766-52-0571

射水市小林476
土Ｂ と

代表　本保　孝之 0766-55-3571

000977
㈱牧田組 0766-84-5301

射水市庄西町1-18-33
土Ａ 建Ａ と 鋼 ほＡ

代表取締役　前田　幸二 0766-52-0308

代表取締役社長　牧田　和樹 0766-84-5303
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電話番号
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業者番号 業者名

有資格者一覧表　（工事）
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＜市内＞
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000983
㈲松井電機工業所 0766-52-0755

射水市安吉218
電Ａ

と 管Ｃ
001012

丸高木材㈱ 0766-82-5101

代表取締役　松井　外治 0766-52-3314

と 管Ａ 水
001016

丸芳工業㈱ 0766-56-1255
射水市三ケ2488-3

土Ｄ

代表取締役　稲積　茂 0766-56-3579

001017
萬葉電気工事㈲ 0766-84-3237

射水市奈呉の江8
電Ａ 消

射水市川口997
建Ｃ

代表取締役　片境　博 0766-84-3637

001035
㈲南建設 0766-82-4450

射水市中新湊16-12
土Ｄ 建Ｄ

代表取締役　小栗　淳一 0766-84-8583

001050
㈱室谷電機 0766-82-3690

射水市中新湊9-14
電Ｂ 通 消

代表取締役　南　りつ子 0766-84-7551

001057
明地建設㈱ 0766-54-1411

射水市串田7076
土Ｄ 建Ｄ

代表取締役　室谷　行雄 0766-84-9243

001065
㈲盛田造園 0766-82-5825

射水市今井523
園

代表取締役　明地　晃告 0766-53-1182

001066
森田造園 0766-55-2478

射水市小杉白石5
園

代表取締役　盛田　康則 0766-82-4660

001074
やの園 0766-82-2073

射水市西新湊20-20
土Ｄ 園

代表　森田　秀信 0766-55-2478

001076
ヤマイ稲積造園 0766-56-1758

射水市塚越1208-2
園

代表　矢野　昇治 0766-82-2038

003648
㈲山本建材 0766-52-8686

射水市島1363-1
土 と

代表　稲積　彰 0766-56-1759

001104
㈱陽光興産　射水支店 0766-53-1233

射水市生源寺304-8
と 鋼 ほＢ しゅ 交通

代表取締役　山本　貴禎 0766-52-8687

001107
㈱四方組 0766-82-4181

射水市作道685-2
土Ａ 建Ａ と ほＢ しゅ 水

支店長　赤尾　進 0766-53-1443

001118
㈱吉田塗工 0766-52-1780

射水市八塚425
塗

代表取締役　四方　正江 0766-82-4180

代表取締役　吉田　利也 0766-52-5634
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001126
米田木材㈱ 0766-84-5050

射水市庄川本町16-3
建Ｂ

管Ｃ
001130

ラック㈱ 0766-84-5151

代表取締役　米田　秀樹 0766-82-2931

003915
㈱リペイル 0766-54-5659

射水市本開発1049-8
具

代表取締役　矢郷  力 0766-54-5689

001146
若築建設㈱　富山営業所 0766-84-6510

射水市越の潟町2-8
土Ａ と 石 鋼 しゅ 水

射水市庄川本町16-3
土Ｃ

代表取締役　米田　秀樹 0766-82-2931

001147
㈲わく手工業 0766-84-0023

射水市殿村147-1
土Ｄ 建Ｄ 左 ほＣ

所長　中川　正明 0766-84-6680

代表取締役　わく手　真治 0766-84-0098
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