
№ 業者名 代表者名 業種 電話番号 住  所

1 株式会社加藤工芸社 加藤 祐嗣 建築・屋根・内外装・家具、建具・木工事 0558-22-0012 下田市東本郷二丁目12-2

2 有限会社林商事 林 眞鉄 建築一式、塗装・防水工事 0558-22-0163 下田市大沢848-1

5 下田板金 重杉　直樹 建築板金 0558-24-2805 下田市吉佐美2357-180

6 有限会社笹本畳店 笹本 秀一 畳内装仕上 0558-22-4032 下田市吉佐美1654-1

7 三星電機株式会社 清野 直人 電気設備、電気工事 0558-22-1305 下田市一丁目12-9

8 白井畳店 白井 和俊 畳、襖・障子、内装仕上 0558-22-3531 下田市西本郷二丁目21-20

11 有限会社臼井建築 臼井 完一 建築一式 0558-22-3430 下田市二丁目13-15

12 有限会社小川組 小川 聡之介 土木・建築一式 0558-22-2889 下田市吉佐美205-1

14 株式会社下田電化設備工業 岡部　勇気 電気工事 0558-22-1977 下田市西本郷一丁目8-8

17 有限会社土倉建築 土屋 倉吉 建築一式 0558-28-0952 下田市相玉１１－１

18 勝和板金 佐藤 直樹 建築板金 0558-23-3959 下田市大賀茂623-5

19 下田ガス株式会社 名倉　哲士 ガス工事（都市ガス、LPガス、電力販売事業） 0558-22-1321 下田市中467

21 有限会社矢田部工務店 矢田部　廣志 建設・リフォーム 0558-22-7678 下田市河内649

22 株式会社外岡組 外岡 兼一 建築・設備・土木 0558-22-1769 下田市東本郷一丁目7-15

25 株式会社鈴博館請 鈴木 博徳 建築工事・大工工事 0558-22-8662 下田市東本郷一丁目20-1

30 たけや工務店 白井 誠 建築一式 0558-22-2110・090-4089-3771 下田市白浜347-1

33 河津看板塗装店 土屋 勉 一般建築塗装 090-2132-0177 下田市河内721-5

34 ナルキ板金 平川 徳喜 板金 0558-22-0096 下田市中752-1

37 髙橋建築 髙橋 大介 建築一式 090-4790-4275 下田市大賀茂773－１

38 有限会社佐藤工業 佐藤 佳央 サッシ、シャッター、ガラス工事 0558-23-4356 下田市河内180-14

39 有限会社渡辺住宅設備 渡邉　大輔 住宅設備 0558-27-1300 下田市河内906-10

45 株式会社笹本工務店 笹本 武夫 建築・大工工事、内装仕上・建具工事 0558-22-2188 下田市大賀茂146番地

50 有限会社石川建築 石川 英治 建築一式 0558-23-3651 下田市西中16-1

54 ヤマト設備工業株式会社 大和 仁史 住宅設備 0558-23-3570 下田市柿崎23-34

56 望月タイル 望月 剛英 タイル・石、木工事 0558-22-2272 下田市東本郷二丁目１-13

57 石村建築 石村 誠二 建築一式 0558-28-0094 下田市須原24-1

59 三津巍建築 土屋 貢 建築一式 0558-23-3784 下田市大賀茂162-1

60 有限会社西田板金工業 西田 修造 建築板金 0558-22-1549 下田市一丁目14-46

62 東海ヤジマ株式会社 平山 辰男 水道工事・設備工事 0558-22-6658 下田市河内170-1

65 金澤建築 金澤 茂 建築大工 0558-22-8913 下田市蓮台寺129-1

68 松本工務店 松本 政彦 建築一式 0558-22-5194 下田市立野201-3

74 株式会社進士塗装 進士　浩二 塗装・防水工事 0558-22-3408 下田市六丁目37-19

85 株式会社土屋電気商会 土屋 達夫 電気設備工事 0558-22-3311 下田市一丁目5-17

86 株式会社山本建築 山本 剛生 建築一式 0558-23-0340 下田市大沢26-１

88 有限会社久澄建設 山本 建一 建築一式 0558-23-4746 下田市大賀茂247-1

98 河津建設株式会社 河津　市元 建築一式 0558-22-1111 下田市中411番地の1

99 笹本塗装店 笹本　剛 塗装 0558-22-5274 下田市大賀茂289番地

102 あんしん住宅工事店 水口　順策 建築一式、土木一式 0558-23-6687 下田市河内906-19

104 有限会社鈴木左官工業 鈴木　肇 左官業 0558-22-3841 下田市柿崎35-32

108 鳶つちや工業株式会社 土屋　吉久 とび・土木・足場工事 0558-22-9861 下田市吉佐美765-2

109 植田建築 植田　和美 建築一式 0558-22-5054 下田市柿崎33-31

110 有限会社萩原工業 萩原　茂晴 建築工事及び改修工事 0558-23-2959 下田市吉佐美114-18

112 有限会社下田内装 佐野　早人 内装仕上工事業 0558-23-5126 下田市吉佐美1922-1

115 風間総建 風間　猛 建築一式 090-5106-1013 下田市河内717－1

117 電化ショップミヤザキ下田店 鈴木　和廣 電気工事及び家電販売 0558-23-3881 下田市西本郷一丁目6-9

118 甚左建築 鈴木　好徳 建築一式 090-7618-6243 下田市河内473-1

121 株式会社永谷 永谷　和之 建築・土木工事全般、リフォーム 0558-22-3561 下田市東本郷一丁目19-17

124 大工丸彰 鈴木　彰一郎 建築一式 090-5009-5201 下田市宇土金62
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128 有限会社調和サービス工業 梅光　伸一 リフォーム工事全般 0558-22-0556 下田市須崎1272-5

129 株式会社日藻 土屋　正樹 屋根工事 0558-22-6202 下田市柿崎386-1

130 株式会社土屋造園土木 飯田芳行 造園土木工事 0558-22-9575 下田市西中22－2

132 サガミシード株式会社下田LPG 内田　圭太郎 ガス工事、リフォーム工事 0120-936-445 下田市二丁目6-14

137 渡辺左官 渡辺　悟史 左官工事 0558-28-1744 下田市横川299-1

138 富屋建築 渡邉　武徳 建築大工 090-8479-2645 下田市横川270番地

※資格登録番号順

※資格登録番号順・掲載していない事業者もございますので、詳しくは産業振興課までお問合せください。


