＜岡山県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

株式会社 アサヒコーポレーション

仮設安全
事業所住所
監理者
所属数
1人 岡山県津山市平福５３１

FAX

0868-28-2121

0868-28-2128

沢 修治

【11573】

髙田 龍治

【120966】

髙橋 宝守

【120979】

寺敷 道彦

【120968】

山下 謙一

【120969】

岡山 俊久

【120607】

川北 強

【120629】

天野産業 株式会社

9人 岡山県笠岡市七番町１-７６

0865-63-2770

0865-63-1989

浮田建設 株式会社

2人 岡山県津山市山下５

0868-22-2151

0868-24-1189

株式会社 エンスイ工業

1人 岡山県総社市北溝手２３５

0866-92-4859

0866-92-4848

株式会社 大嶋建設

1人 岡山県津山市宮尾２５１-２

0868-57-2130

0868-57-8701

1人 岡山県岡山市北区内山下１－１－１３

086-227-5162

086-231-8675

株式会社 岡建設

1人 岡山県和気郡和気町田賀３９７

0869-88-0268

0869-88-0707

有限会社 岡田産業

1人 岡山県津山市志戸部６７６-１２

0868-23-5507

0868-23-5507

株式会社 小田組

2人 岡山県井原市芳井町川相２３０－２

0866-72-0232

0866-72-0082

株式会社 大本組

建築本部建築部安全環境課

所属仮設安全監理者名

TEL

株式会社 海洋

2人 岡山県笠岡市富岡９２-５８

0865-67-0025

0865-67-0363

株式会社 片山工務店

2人 岡山県倉敷市神田４－１０－１５

086-444-5500

086-444-5555

有限会社 岸元建設

1人 岡山県勝田郡勝央町豊久田１５２５

0868-38-4392

0868-38-4265

三栄建設 株式会社

1人 岡山県新見市哲西町上神代４０５４

0867-94-2404

0867-94-2405

三洋住建 株式会社

2人 岡山県倉敷市児島駅前１丁目６２番

086-472-3388

086-474-4785

塚本 徹二

【16529】

志田工業 株式会社

1人 岡山県真庭市上水田２４６１

0866-52-2037

0866-52-2680

柿本 剛

【16526】

神岡建設 株式会社

1人 岡山県津山市神戸８３０-１

0868-28-2856

0868-28-3850

株式会社 杉岡建設工業

1人 岡山県苫田郡鏡野町養野４２０－１

0868-52-2244

0868-52-2677

杉岡 学

【122042】

杉山砕石工業 株式会社

1人 岡山県久米郡久米南町上神目９２９

0867-22-0202

0867-22-0433

スリーコウ 株式会社

6人 岡山県高梁市正宗町１９０５

0866-22-1111

0866-22-1110

木山 和樹

【120975】

横田 誠人

【120976】

坂梨 烈幸

【16521】

三輪 雅夫

【16522】

山根 達也

【120970】

石戸 康亮

【120971】

高岡建設工業 株式会社
株式会社 ティーネットジャパン

岡山営業所

1人 岡山県岡山市古京町２－３－６

086-272-3151

086-273-5333

2人 岡山県岡山市北区駅前町２－５－２４ １１Ｆ

086-221-8226

086-221-8236

株式会社 電建工業

1人 岡山県倉敷市西阿知町新田３３７-２

086-465-7790

086-465-7794

株式会社 戸板組

2人 岡山県久米郡美咲町藤原４１－２

0868-62-0052

0868-62-2480

東亜道路工業 株式会社

1人 岡山県倉敷市矢部１３７５番地

086-462-4080

086-464-4650

内田 大吉

【120610】

ナカ特殊機工 株式会社

1人 岡山県岡山市東区光津５５０－３

086-948-5500

086-948-4500

赤井 清孝

【14577】

株式会社 西工務店

1人 岡山県岡山市北区川入１００２－９

086-225-3826

086-223-6719

三吉 貴幸

【15298】

2人 岡山県総社市日羽１６３６

0866-99-2911

0866-99-2951

横田 昌久

【01481】

岩城 克己

【00571】

大坂 正男

【01210】

日建リース工業 株式会社
日綜産業 株式会社
仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/

岡山支店
広島支店

6人 広島県広島市中区大手町３－８－４ 大手町佐野ビル７F
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082-542-0811

082-542-0814
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＜岡山県＞

仮設安全監理者情報一覧
会社名

事業所名

仮設安全
監理者
所属数

事業所住所

TEL

FAX

受付担当：大坂・長谷川

所属仮設安全監理者名
清水 和紀

【00539】

西村 健司

【02136】

長谷川 勇二

【00315】

藤野 泰

【00880】

吉田 貢

【00826】

有限会社 雛田建設

1人 岡山県新見市大佐上刑部９５６

0867-98-3747

0867-98-3748

株式会社 平井組

1人 岡山県津山市加茂町公郷１６１６

0868-42-2158

0868-42-3391

佐藤 文昭

【16523】

藤田興業 株式会社

2人 岡山県岡山市南区藤田６７９

086-296-3504

086-296-3599

長瀬 保雄

【16524】

佐々木 隆之

【16525】

目黒建設 株式会社

1人 岡山県倉敷市生坂２６１－６

086-476-7887

086-462-9099

有限会社 森岩木材

1人 岡山県美作市宮本１１４６-２

0868-78-2002

0868-78-3022

有限会社 盛上工業

1人 岡山県美作市東谷下１５５２-１

0868-77-2032

0868-77-2051

山一工業 株式会社

1人 岡山県新見市高尾２４８２-４

0867-72-1108

0867-72-4855

仮設安全監理者センター
http://www.kasetsu-center.jp/
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