令和２・３年度

寄居町
小規模修繕契約希望者登録名簿

名簿有効期間 令和２年４月１日～令和４年３月３１日

寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿
№

1

2

商号又は名称

アート・コア㈱

㈱アクティブ

代表者

電 話
FAX

事業所所在地

安齋 治一郎 寄居町大字桜沢９８４

渡邊 哲

登録希望業種

登録・免許・許可等の種類・名称

看板工事（製作・取付・撤去）、屋 屋外広告業、第一種電気工
外広告塔工事（貼替、ペンキ塗 事士
048-580-2560 り、ネオン、電飾）
048-580-2561

建築工事業、大工工事業、内装 建設業許可（建築、大工、内装
仕上工事業、建具工事業（ガラス 仕上、建具）、二級建築士、増改
築相談員登録、福祉住環境コー
寄居町大字富田３８８７－５ 048-582-4134 工事含）
ディネーター検定二級、窓マイス
048-582-3131
ター、省エネ建築診断士

3

HRS

佐野 憲央

寄居町大字鉢形８４５－１

048-581-3982
048-581-3982

大工工事、内装工事、清掃工
事、ふすま工事、壁紙貼付

内装工事
4

5

大木商産㈱

㈲大久保興業

大木 克徳

寄居町大字用土１６８７－３

大久保 和勇 寄居町大字寄居９７１

建設業許可（内装仕上）

048-584-3220
048-584-1333

基礎工事、解体工事、足場工
事、造成工事、外構工事（ブロッ
048-581-1020 ク、ネットフェンス等）
048-581-9667
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建設業許可（とび・土工）、産業廃棄
物収集運搬業許可、二級建築施工
管理技士、足場の組立等作業主任
者、車両系建設機械（解体、整地
等）、不整地運搬車、小型移動式ク
レーン、玉掛け、フォークリフト

寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿
№

6

商号又は名称

大沢ラジオ商会

代表者

大澤 俊也

電 話
FAX

事業所所在地

登録希望業種

電気工事業、空調工事（照明設
備、冷暖房設備）、排水設備、給
寄居町大字牟礼１４６６－４ 048-582-0019 水工事（水道設備）、太陽光発電
048-582-3619 システム施工工事業

ガラス、アルミサッシ工事
7

8

9

10

落合ガラス

㈱河田製畳

㈱絆

㈱酒井材木店

落合 秀夫

河田 宏

山口 正人

寄居町大字立原６８９－２

寄居町大字赤浜８６２

寄居町大字鉢形３２６－４

登録・免許・許可等の種類・名称

建設業許可（電気）、第一種
電気工事士、排水設備工事
責任技術者、給水装置工事
主任技術者、太陽光発電シ
ステム（三菱電機、シャープ、
パナソニック）、PV施工保守
点検技術者

048-581-3610
048-581-3700

畳工事

建設業許可（内装仕上）

とび・土工工事

建設業許可（とび・土工）

大工工事

建設業許可（建築、大工）

048-582-0242
048-582-2700

048-501-2929
048-501-2939

津久井 大雄 寄居町大字寄居１３８６ 048-581-4554
048-581-0032

3 / 6 ページ

寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿
№

11

12

13

商号又は名称

シバサキ建築工房

シマダ住建

城南タイル工業所

代表者

柴﨑 哲也

嶋田 克之

武内 烈通

電 話
FAX

事業所所在地

寄居町大字赤浜９８１

登録希望業種

大工工事、家具工事、太陽光発 建設業許可（建築）、一級建
電システム工事、内装工事、サッ 築大工技能士、PV施工店、
048-582-1011 シ取付工事
二級建築士
048-598-7106

寄居町大字富田１９８９ 048-582-3543
048-582-4550

外壁吹付、防水工事、設備工
事、サッシ工事

タイル工事、浴室ユニット工事、
システムキッチン工事、給湯器工
寄居町大字鉢形２４５３－４ 048-581-2140 事
048-581-2171

電気設備工事、照明設備工事
14

15

㈲新日電機

㈱タチカワ電気設備

登録・免許・許可等の種類・名称

048-581-6180
048-581-6483

建設業許可（電気）、第一種
電気工事士

小林 秀年

寄居町大字秋山１２８

立川 節子

照明設備工事、冷暖房設備、水 登録電気工事業者（一般用
洗便所設備工事
電気工作物）、第二種電気工
寄居町大字寄居８５－８ 048-577-8229
事士、給水装置工事主任技
048-581-9710
術者、ガス可とう管接続工事
監督者
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寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿
№

16

17

18

19

20

商号又は名称

寺島建築㈱

西 嘉次

㈱ハシ塗装工業

樋口 文二郎

福島工務店

代表者

寺島 暢宏

西 嘉次

土師 袈裟信

樋口 文二郎

福島 正雄

電 話
FAX

事業所所在地

寄居町大字富田３８８６－９

048-582-3012
048-582-3010

登録希望業種
大工工事、内装工事、解体工
事、塗装工事、足場工事

登録・免許・許可等の種類・名称
建設業許可（建築）

照明・コンセント設備工事、火災 第一種電気工事士、消防設
報知設備工事、冷暖房設備工事 備士（甲4種、乙7種）、ガス溶
寄居町大字富田１５９－８ 048-582-2041
接技能講習修了

寄居町大字牟礼１５２８－１２

寄居町大字赤浜１４７２－１０

寄居町大字用土１６６８－１

048-582-1929
048-577-5516

048-582-2467
048-582-2467

048-584-2530
048-584-2538
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塗装工事、外壁吹付、防水工
事、シーリング工事、足場工事

建設業許可（塗装）

大工工事、サッシ取付工事、建
具取付工事、内装工事

木造建築物の組立て等作業
主任者

大工工事、瓦屋根工事、建築板 建設業許可（建築）、一級建
金工事、外壁工事
築大工技能士

寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿
№

21

22

商号又は名称

㈲堀口工業

㈱寄居銀扇堂

代表者

堀口 義夫

富田 孝

電 話
FAX

事業所所在地

寄居町大字今市３３８

登録希望業種

登録・免許・許可等の種類・名称

建物解体工事、基礎工事、樹木 建設業許可（とび・土工、解
伐採工事、土木工事、外構工事 体）、二級建築士、伐木、産
048-582-0211
業廃棄物収集運搬業、車両
048-582-0093
系建設機械運転（整地等・解
体）
電気工事業、冷暖房設備工事

登録電気工事業者（一般用
電気工作物）、第二種電気工
事士、第一種フロン類充填回
収業者

塗装工事、外壁吹付、防水工
事、内装工事

建設業許可（塗装）

大工工事、屋根工事、内装工
事、解体工事、足場工事

建設業許可（建築、大工、屋
根、内装仕上、タイル・れん
が・ブロック）、二級建築士、
一級建築大工技能士

寄居町大字寄居１０１７ 048-581-3604
048-581-7664

【令和２年４月２１日登録】
23

木下塗装興業

木下 勝巳

寄居町大字赤浜１８２５－９

048-582-5566
048-582-5566

【令和２年６月２９日登録】
24

㈲福島建設

福島 教仁

寄居町大字用土３８８５－２

048-584-3273
048-584-6202

【令和３年３月５日登録】
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