
大泉町小規模契約希望者登録名簿

受付 商号又は名称 住所又は所在地 電話番号 希望業種1 希望業種2 希望業種3 希望業種4 希望業種5 備考

1 有限会社　新泉工業 坂田2-18-3 取締役 植松　一己 62-3183 上下水道設備 給排水設備 給湯設備 衛生設備

2 有限会社　岩瀬ガラス店 大字吉田3389 代表取締役 岩瀬　隆行 62-2867 ガラス サッシ 網戸 エクステリア

3 有限会社　三澤自動車 大字仙石2244-20 代表取締役 三澤　拓弥 62-5626 自動車販売 自動車整備 車検 板金 解体

4 舞工房 坂田7-20-52 代表 今井　和雄 63-9566 建築一式 柵・ブロック 照明設備 給排水設備

5 有限会社　ビリオン 日の出9-1 代表取締役 白浜　勝行 62-2220 家電品販売 照明設備 エアコン設備 防犯灯設備 配電設備

6 有限会社　朝日電工 朝日2-4-25 代表取締役 加藤　剛 63-7223 防犯灯設置 照明設置 配電設置 変電設備 空調設備

7 有限会社　金井電機工業所 朝日3-32-14 代表取締役 金井　義則 62-2654 バッテリー 自動車電装品

8 株式会社　エコシステム 富士3-21-25 代表取締役 杉原　吉昭 20-3161 給排水設備 給湯設備 空調設備 衛生設備

9 寺田社中 仙石2-13-6 代表 寺田　正樹 62-8741 側溝 防護柵 標識 看板 ブロック

10 タイヤプラザ大泉 大字古海2052 代表 小林　茂 62-8288 タイヤ販売 タイヤ取付

11 有限会社　細田家具センター 中央2-4-3 代表取締役 細田　崇 62-3094 内装 建具 障子 網戸 事務機器

12 アサノ装飾 北小泉1-34-10 代表 田中　正 62-2745 建築 内装

13 河原ガラス店 西小泉4-24-3 代表 髙橋真由美 63-5155 ガラス 網戸 サッシ 鍵 シャッター

14 合同会社　バディ 大字古海乙278 代表 小林　弘迪 62-5379
ハウスクリーニ
ング

草刈 蜂類等の駆除

15 川島自動車総合サービス 西小泉5-15-8 代表 川島　健一 63-7389 自動車整備 自動車販売 板金 車検

16 株式会社　オオタニ 坂田7-5-14 代表取締役 大谷　悦朗 57-8844 土木 建築 舗装 造園

17 クボタ表具店 丘山8-1 代表 窪田　博之 62-6348 表具 障子 内装 カーテン 網戸

18 泉建設 北小泉3-13-3 代表 石川　昌弘 62-3074 大工 外構 屋根 板金 塗装

19 小暮測量登記事務所 朝日1-8-18 代表 小暮　勝美 63-4026 土地家屋調査士 行政書士

20 久保田造園 坂田6-12-1 代表 久保田賢正 080-1156-5070 剪定 伐採 除草 植栽

21 モリ運動具店 坂田4-7-3 代表 森　昭 62-3955 スポーツ用品 用具

22 ミツワモータース 大字古海2252 代表 茂木　一男 62-3507 自動車販売 自動車整備 車検 板金塗装 農業機械

代表者氏名



受付 商号又は名称 住所又は所在地 電話番号 希望業種1 希望業種2 希望業種3 希望業種4 希望業種5 備考代表者氏名

23 株式会社　大谷畳店 西小泉2-20-23 代表取締役 大谷　好一 62-2441 畳

24 いずみ造園土木 富士3-8-28 代表 廣瀨　俊 090-7260-3799 剪定 伐採 除草 抜根

25 坂本塗装 坂田5-7-26 代表 坂本　昇 090-3245-3449 塗装

26 岩瀬工務店 仙石1-35-14 代表 岩瀬　哲夫 62-3835 大工

27 有限会社　オオラ電設工業 大字寄木戸1226-1 代表取締役 植松　勝芳 62-6021 照明設備 配電設備 空調設備 防犯灯設備

28 有限会社　二光建設 住吉10-6 代表取締役 佐藤　真 62-4599 内装 大工 建具 塗装 サッシ

29 有限会社　三和住研 西小泉3-13-6 取締役 三上　修一 61-2301 消毒 害虫駆除
ハウスクリーニ
ング

30 株式会社　宮鐵 大字吉田1005-34 代表 宮本　智宏 56-9111 鉄骨加工 溶接

31 槻岡建設　株式会社 朝日5-7-14 代表取締役 槻岡　道夫 63-6746 建築一式

32 ピース工房大泉 大字古海334-4 代表 小林　育矢 63-0408 建築 大工 内装 サッシ

33 株式会社　鈴木モータース 富士1-8-10 代表取締役 富澤　尚史 62-2212 自動車販売 自動車整備 車検 板金 各種保険

34 有限会社　大泉トーヨー住器 中央1-13-21 代表取締役 横川竜太郎 63-8331 建築 給湯設備 衛生設備

35 藤樹造園 寄木戸305-2 代表 尾内　渡 090-4739-9755 造園 剪定 伐採 除草 抜根

36 川島設計 朝日1-2-1 代表 川島　雄二 62-9977 建築設計

37 クボタ金属株式会社 坂田6-6-18 代表取締役 久保田　隆 63-2765 屋根 板金 防水 外壁 雨樋

38 有限会社　桝屋 中央3-6-20 代表取締役 近藤　繁 62-2013 鍵 サッシ 網戸

39 株式会社　モテギWORKS 朝日1-4-1 代表取締役 茂木　大輔 55-1407 土木 建築 造園 管

40 R Fine Tech 古海135-1 代表 荒井　俊洋 090-4739-1199 解体 剪定 伐採 除草 抜根

41 大泉ガス事業協同組合 朝日1-5-36 理事長 小島　正雄 63-6500 建築 管

42 笑顔で翔店 古海長良82 代表 三関　一勝 080-5072-1981 土木 ブロック フェンス 石工 外構

43 株式会社　TRUST 吉田1702-3 代表取締役 田村　修一 63-9399 清掃全般
ハウスクリーニ
ング

片付け

44 ハウスクリーニング・スマイル富士2-24-6 代表 平塚　一宏 090-6700-0120
ハウスクリーニ
ング

新規


