
せたな町建設工事等指名競争入札格付業者一覧（2021～2022年度）
土木 153 ↓フィルタで町内等地域区分選択

業者コード 商号又は名称 地域区分 郵便番号 住所 電話番号 代表者役職 代表者氏名 ランク
0000000368 ㈱三和建設 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845558 代表取締役 大野 一 A
0000000503 ㈱高橋建設せたな本店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町403 0137873515 専務取締役本店長 坂下 正治 A
0000000935 松本建設㈱ 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山258 0137845335 代表取締役 松本 省吾 A
0000000063 ㈱伊関組 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135 0137845511 代表取締役社長 伊関 寿之 A
0000000089 ㈱内田建設 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山235-7 0137845173 代表取締役 内田 尊之 B
0000000768 ㈲福井技建 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町296-2 0137873629 代表取締役 福井 利光 B
0000000907 北工建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡114-7 0137846363 代表取締役社長 工藤 光博 B
0000000071 井上建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137845716 代表取締役 井上 義章 C
0000000011 ㈲会津や工務店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町444 0137873105 代表取締役 佐藤 節夫 D
0000000742 ㈲早坂建設 町内 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島24-1 0137845078 代表取締役 早坂 幸男 D
0000000920 ㈲マーク 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135-2 0137846333 代表取締役 狩野 良 D
0000000937 ㈲マルカセ光銭 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠130 0139845020 代表取締役 光銭 浩 D
0000001075 北部工営㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137846835 代表取締役 佐瀬 敏秀 D
0000000194 ㈲川端建設 町内 043-0503 久遠郡せたな町大成区上浦142-2 0139845577 代表取締役 川端 英司 D
0000000225 北桧山運輸総業㈱ 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山94-5 0137845721 代表取締役 今岡 正裕 D
0000000406 ㈲新栄建設 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町601-11 0137873687 代表取締役 新栄 正紀 D
0000000911 ㈱北幸 町内 043-0421 久遠郡せたな町大成区長磯339-1 0139823546 代表取締役 佐藤 幸弘 D
0000001288 大和建設㈱ 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845130 代表取締役 大野 彩子 D
0000001345 ㈱フジ工業 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山258 0137845335 代表取締役 松本 省吾 D
0000000929 ㈲松井重機 町内 049-4752 久遠郡せたな町北檜山区若松441 0137851315 代表取締役 松井 貢 ー
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せたな町建設工事等指名競争入札格付業者一覧（2021～2022年度）
建築 19 ↓フィルタで町内等地域区分選択

業者コード 商号又は名称 地域区分 郵便番号 住所 電話番号 代表者役職 代表者氏名 ランク

0000000071 井上建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137845716 代表取締役 井上 義章 A
0000000503 ㈱高橋建設せたな本店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町403 0137873515 専務取締役本店長 坂下 正治 A
0000000935 松本建設㈱ 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山258 0137845335 代表取締役 松本 省吾 A
0000000063 ㈱伊関組 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135 0137845511 代表取締役社長 伊関 寿之 A
0000000089 ㈱内田建設 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山235-7 0137845173 代表取締役 内田 尊之 B
0000000368 ㈱三和建設 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845558 代表取締役 大野 一 B
0000000742 ㈲早坂建設 町内 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島24-1 0137845078 代表取締役 早坂 幸男 B
0000000011 ㈲会津や工務店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町444 0137873105 代表取締役 佐藤 節夫 C
0000000029 ㈲旭工務店 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山159 0137860337 代表取締役 旭 亮 C
0000000768 ㈲福井技建 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町296-2 0137873629 代表取締役 福井 利光 C
0000000157 ㈲尾野木工製作所 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山466-1 0137845006 代表取締役 尾野 輪司 D
0000000990 ㈲森建設 町内 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島108 0137846219 代表取締役 和佐田 靖 D
0000001075 北部工営㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137846835 代表取締役 佐瀬 敏秀 D
0000000189 ㈲狩野建設 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山197 0137844565 代表取締役 狩野 豊一 D
0000000194 ㈲川端建設 町内 043-0503 久遠郡せたな町大成区上浦142-2 0139845577 代表取締役 川端 英司 D
0000000325 ㈲坂本建築工業所 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡253-75 0137845196 代表取締役 金谷 正勝 D
0000000406 ㈲新栄建設 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町601-11 0137873687 代表取締役 新栄 正紀 D
0000000911 ㈱北幸 町内 043-0421 久遠郡せたな町大成区長磯339-1 0139823546 代表取締役 佐藤 幸弘 D
0000000996 弥左建設 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町324-4 0137873335 代表 加賀谷 利幸 D
0000001288 大和建設㈱ 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845130 代表取締役 大野 彩子 D
0000000228 北桧山木工 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡82-1 0137846321 代表 菊地 康則 －
0000000505 ㈲高橋塗装 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山162-8 0137845676 代表取締役 高橋 昭夫 －

0000001245 ㈲マルコウ坂内工業 町内 049-4813 久遠郡せたな町瀬棚区本町290 0137873970 代表取締役 坂内　謙介
ー
左官
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せたな町建設工事等指名競争入札格付業者一覧（2021～2022年度）
電気

業者コード 商号又は名称 地域区分 郵便番号 住所 電話番号 代表者役職 代表者氏名 ランク

0000001131 拓北・山崎経常建設共同企業体 町内 060-0008 札幌市中央区北8条西20丁目2-10 0116444151 代表取締役社長 鈴木 暁彦 A
0000001325 橋本・ヤマト経常建設共同企業体町内 065-0019 札幌市東区北19条東10丁目3-7 0117412331 代表取締役社長 土岐田 昇 A
0000000308 ㈲小西電気商会 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町159 0137873024 代表取締役 小西 金吾 A
0000001001 ㈲山崎商会北檜山支店 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山273 0137845306 支店長 山崎 周一 B
0000001007 ㈲ヤマト電気工業所 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡334-40 0137845408 代表取締役 並川 武光 B
0000000356 ㈲三幸電気工業所 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡118ｰ15 0137844337 代表取締役 矢部 末吉 C
0000000561 ㈲手塚電気 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠98 0139845055 代表取締役 土門 健 C
0000000911 ㈱北幸 町内 043-0421 久遠郡せたな町大成区長磯339-1 0139823546 代表取締役 佐藤 幸弘 C
0000000586 ㈱道南防災 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山173-14 0137845046 代表取締役 足利 勝忠 －
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せたな町建設工事等指名競争入札格付業者一覧（2021～2022年度）
管

業者コード 商号又は名称 地域区分 郵便番号 住所 電話番号 代表者役職 代表者氏名 ランク
0000000503 ㈱高橋建設せたな本店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町403 0137873515 専務取締役本店長 坂下 正治 A
0000000063 ㈱伊関組 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135 0137845511 代表取締役社長 伊関 寿之 A
0000000071 井上建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137845716 代表取締役 井上 義章 B
0000000368 ㈱三和建設 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845558 代表取締役 大野 一 B
0000001075 北部工営㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137846835 代表取締役 佐瀬 敏秀 B
0000000011 ㈲会津や工務店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町444 0137873105 代表取締役 佐藤 節夫 C
0000000089 ㈱内田建設 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山235-7 0137845173 代表取締役 内田 尊之 C
0000000406 ㈲新栄建設 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町601-11 0137873687 代表取締役 新栄 正紀 C
0000000742 ㈲早坂建設 町内 049-4512 久遠郡せたな町北檜山区徳島24-1 0137845078 代表取締役 早坂 幸男 C
0000000768 ㈲福井技建 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町296-2 0137873629 代表取締役 福井 利光 C
0000000911 ㈱北幸 町内 043-0421 久遠郡せたな町大成区長磯339-1 0139823546 代表取締役 佐藤 幸弘 C
0000000937 ㈲マルカセ光銭 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠130 0139845020 代表取締役 光銭 浩 C
0000000328 佐鯉建設 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町944-1 0137873758 代表 佐鯉 初実 ―
0000000059 石川工作所 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山90-3 0137845120 代表 石川 和美 －
0000000074 ㈲井馬商店 町内 049-4752 久遠郡せたな町北檜山区若松335 0137851017 代表取締役 井馬 謹哉 －
0000000228 北桧山木工 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡82-1 0137846321 代表 菊地 康則 －
0000000383 重村住宅設備 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山157-13 0137845545 代表 重村 蔵 －
0000000420 ㈲新保工作所 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山288 0137845719 代表取締役 千葉 憲之 －
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せたな町建設工事等指名競争入札格付業者一覧（2021～2022年度）
舗装

業者コード 商号又は名称 地域区分 郵便番号 住所 電話番号 代表者役職 代表者氏名 ランク

0000000907 北工建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡114-7 0137846363 代表取締役社長 工藤 光博 A
0000000071 井上建設㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137845716 代表取締役 井上 義章 B
0000000368 ㈱三和建設 町内 043-0511 久遠郡せたな町大成区久遠120 0139845558 代表取締役 大野 一 B
0000000503 ㈱高橋建設せたな本店 町内 049-4816 久遠郡せたな町瀬棚区本町403 0137873515 専務取締役本店長 坂下 正治 B
0000000935 松本建設㈱ 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山258 0137845335 代表取締役 松本 省吾 B
0000001075 北部工営㈱ 町内 049-4514 久遠郡せたな町北檜山区豊岡167-1 0137846835 代表取締役 佐瀬 敏秀 B
0000001345 ㈱フジ工業 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山258 0137845335 代表取締役 松本 省吾 B
0000000063 ㈱伊関組 町内 049-4501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山135 0137845511 代表取締役社長 伊関 寿之 B
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