
受付番号 商号又は名称 代表者氏名 施工可能工事 所在地又は住所 電話番号

2-2347

   (FAX) 3-1521

2-3023

   (FAX) 2-4546

2-4344

(FAX) 2-1463

3-5111

(FAX) 2-5222

3-3092

(FAX) 3-4527

2-2834

(FAX)　　同上

3-5886

(FAX)　　同上

2-3808

(FAX)　　同上

2-4161

(FAX) 2-8648

2-3407

(FAX) 3-3421

2-3137

(FAX) 2-3138

3-3407

(FAX) 3-3408

3-3484

(FAX) 2-0919

3-5108

(FAX) 2-1422

2-2234

(FAX) 3-6772

3-2601

(FAX) 3-2604

01655-3-2225

(FAX) 3-3110

01655-3-2507

(FAX) 3-2933

01655-3-3246

(FAX) 3-3303

2-3841

(FAX) 3-3927

1 ㈱高橋組 髙橋　直樹 西3条南8丁目8番地1

2 ㈲オカベ電器 岡部　隆充
トイレ改修、キッチン・バ
ス・洗面ユニット改修、給
湯設備改修

西3条南7丁目2-2

3 名寄北炭㈱ 佐藤　道規 大通南5丁目13番地

4 樋口組 樋口　幸一 西5条北4丁目6番地 2-3847

5 ㈲澤田テレビ商会 澤田　忠宏 西4条南4丁目15番地

6 ㈱山本組 山本　昭夫
増築、屋根、外壁、窓、水
廻り全般、内装、壁紙　他

徳田101番地78

7 百武ガラス店 百武　学
玄関、窓改修、ガラス交
換、エクステリア改修

大通南1丁目8番地1

8 斉藤工務店 斉藤　伸夫 旭東236

9 ㈲山真真鍋建設 真鍋　賢治 西3条南12丁目4番地27

10 合同会社　創建 山本　政勝 大通南10丁目55番地1

11 ㈱吉田組 千田　節男 改修工事全般 豊栄119番地

12 ㈱大野組 大野　茂実
外壁、窓、屋根、浴室、　　
台所、内装、耐震補強

西4条南9丁目

13 大沼左官工業㈱ 大沼　正夫
外壁モルタル塗り替え、内装
珪藻土塗り替え工事、タイル
工事、地下防水工事

東4条南9丁目2番地57

14 ㈲品地板金加工所 品地　信一 屋根改修、外壁改修 東4条南1丁目1番地

15 ㈲小室建設 永井　敏雪 徳田150番地10

16 ㈱東洋社 村山　聡

ｷｯﾁﾝ・ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ等の取替、
ﾎﾞｲﾗｰ等設備機器の取替、
外壁等のｼｰﾘﾝｸﾞ工事、電気
照明設備工事、配管工事

西6条南4丁目43番地1

17 ㈱ホクタン　名寄支店 中居　国泰 リフォーム設備全般 大通南1丁目

18 ㈱近藤組名寄支店 藤原　一昭 風連町北栄町139番地1

19 中舘建設㈱ 中舘　孝彰 風連町大町54番地

20 佐藤建設管理㈱名寄支店 海端　士
屋根改修、内外装改修、　
塗装修繕、建具改修、機
械設備

風連町大町56番地9

21 ㈱松前　ガラス・サッシ事業部 松前　衛 西5条南6丁目



受付番号 商号又は名称 代表者氏名 施工可能工事 所在地又は住所 電話番号

2-2735

(FAX) 2-2728

01655-3-2535

(FAX) 3-2574

2-3846

(FAX) 2-3856

3-7778

(FAX)　　同上

3-2442

(FAX) 2-0835

3-1001

(FAX) 8-8003

090-8897-6342

(FAX) 3-5092

3-3450

(FAX) 3-4713

2-3030

(FAX)　　同上

2-4311

(FAX) 2-1143

4-4180

(FAX)  同上

3-9757

(FAX) 3-9776

2-2338

(FAX) 2-2346

2-5513

(FAX)　　同上

2-3952

(FAX) 3-3388

01655-3-2433

(FAX) 3-3087

3-0447

(FAX) 3-8920

2-3230

(FAX) 2-3419

2-0510

(FAX)　同上

3-9644

(FAX) 2-2200

22 ㈲かね吉　沖澤板金 沖澤　啓資 屋根・壁板金改修 西4条南4丁目4番地

23 ㈱山崎機工 山崎　謙一
冷暖房、空調、衛生、消
防設備設計、施工

風連町南町36

24 ㈲永田商会 永田　幸博 西9条北3丁目4-1

25 一般建築内装　藤平　正夫 藤平　正夫 西10条北3丁目8-61 3-9841

26 日塔工務店 日塔　功宜 大通南12丁目28番地

27 大野土建㈱名寄本社 大野　真一郎 リフォーム全般 西1条南8丁目

28 久保田工業㈱ 久保田　健太郎 塗装工事一式 西14条南10丁目57

29 矢柳塗装 矢柳　文雄
屋根塗装、外壁サイディ
ング塗装、内装シーリン
グ工事

字徳田4-56番地 3-9798

30 佐々木工務店 佐々木　竜司 住宅全般 東5条北2丁目25-19

31 ㈲吉田工業 吉田　和文 塗装工事 字徳田98番地57

32 沖澤板金工業 沖澤　章 西3条南12丁目3-19

33 北昭産業㈱ 常本　照也
住宅改修全般、台所・浴
室・トイレ・建具・ボイ
ラー・暖房機取り替え等

西3条南5丁目8番地

34 ㈲高橋工務店 高橋　清美 住宅改修全般 字豊栄136番地36

35 ㈱岡根塗装 岡根　芳治 屋根・外壁・室内塗装 東2条北5丁目7-1

36 ㈱倉澤組 倉澤　正則
住宅の増改築、内装外装
工事、水回り工事、他リ
フォーム全般

西4条南9丁目7番地

37 鈴木左官店 鈴木　松市 珪藻土 西11条南9丁目46-27

38 ㈱夏坂組 夏坂　公男 東2条北5丁目1番地

39 ㈲大野塗装店 大野　先男 風連町大町36番地5

40 ㈱長尾塗装 長尾　政幸 大通北8丁目3-14

41 ㈱坂下組 坂下　光春
屋根、外壁、建具、内部、
冷暖房設備、給排水設
備、換気設備改修等全般

西1条南9丁目

42 太田板金加工所 太田　秀也
トタン屋根張り替え工事、
外壁金属サイディング
張、　集合煙突解体工事

西6条南5丁目18番地

43 三田村商事 三田村　英治
暖房・冷房改修、風呂場、流
し台改修、換気工事、トイレ
改修

西7条南9丁目1番地13



受付番号 商号又は名称 代表者氏名 施工可能工事 所在地又は住所 電話番号

2-4126

(FAX)2-5463

2-3312

(FAX)　同上

2-5634

(FAX)050-7528-9112

080-1975-1128

2-4726

(FAX)　2-2550

2-3984

(FAX)　2-4122

01655-3-3307

01655-3-3180

8-7233

(FAX) 8-7234

8-7640

(FAX) 8-7641

2-4313

2-4543

3-5172

(FAX) 3-5253

3‐6196

(FAX)　同上

01655-3-3288

01655-6-7790

3-7414

(FAX)3-4228

3-3051

(FAX)3-3084

2-3324

(FAX)2-5381

2-3062

2-4216

(FAX)2-1332

01655-3-3644

(FAX)　同上

090-2070-7533

44 大西建業 大西　徳一 内装、一部分外装、 西7条南3丁目37番地 3-7890

45 イワタニ北海道㈱名寄営業所 後藤　和紀 東1条南1丁目1番地

46 ㈱明石組 明石　欽弥 西5条南7丁目18番地

47 夏坂工務店 夏坂　孝弘 名寄市東2条北5丁目

48 ムライ健装 村井　圭 西5条南11丁目2番地27

49 ㈲笠井工務店 笠井　信 西3条南1丁目

50 北建工業㈱ 山本　和則 西3条北2丁目11番地1

51 ホクリンアルミ 林　弘泰 アルミ建具工事 風連町字旭1850番地

52 ㈱あっくす。 福原　一美 屋根、内装、外壁、外構、土木 東3条南6丁目18番地3

53 合同会社　ニーズ企画 高橋　利休 改修全般 西8条南11丁目55-48

54 川崎塗装 川崎　剛 塗装 日進68-4

55 田中工務店 田中　俊明 内装 砺波645番地4

56 扶桑興業㈱ 桑原　裕敏 設備工事 東3条北4丁目12番地2

57 ハウスクリニックやまぎし 山岸　直昭 内装工事 大通南10　19－1

58 田中板金工業 田中　哲男
屋根及び外壁板金工事
外壁サイディング工事

風連町南町57番地6

59 日栄商事㈲ 酒井　保郎 東4条南1丁目15番地

60 協同組合　北部ガスセンター名寄営業所 福島　和秀 西1条南12丁目21番地4

61 ㈲いまだ産業 今田　恭嗣 西6条南1丁目1番地

62 ㈲馬渕工務店 馬渕　清治 西12条北1丁目59-26

63 藤田産業㈱ 藤田　健慈 西5条南7丁目

64 石山建設 石山　正夫 風連町北栄町37-1

65 ワタナベ塗装 渡邉　英雄 東3条北2丁目4番地



受付番号 商号又は名称 代表者氏名 施工可能工事 所在地又は住所 電話番号

2-2212

(FAX)3-2845

2-1381

2-3427

01654-2-4577

(FAX)2-4588

01654-3-9750

(FAX)同上

090-8899-1192

01655-3-2810

01655-3-2811

090-9753-8698

01654-3-1690

(FAX)同上

01654-2-3684

(FAX)4-4349

01654-9-5577

(FAX)2-0880

66 ディテール建築設計㈱ 夏坂　将弘 西13条南1丁目3番地11

67 ㈲白山電器 折笠　浩義 西1条南6丁目

68 木下外装 木下　賢二 西8条北2丁目14番地

69 営繕大沼 大沼　宏也 字緑丘91番地2

70 ㈱五十嵐組 五十嵐　幸次 西5条北11丁目58番地23

71 由井板金 由井　潤也 東4条北4丁目

72 髙橋建築 髙橋　利久 西8条南11丁目55番地46

73 株式会社　とみなが 梅坪　由寛 風連町字豊里512番地

74 丸長塗装工業 長正路　健太 西7条南1丁目5番地

75 ㈱アシストはた建設 畑　保弘 東4条南4丁目6番地1

76 玉川板金 玉川　勝康 西3条北4丁目10番地2

77 (株)REPLAN 玉置　信孝 西4条南9丁目14番地大野ビル一階


