
　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

0123-33-8114

連 絡 先
FAX番号

0123-27-0666

0123-25-5704

011-558-7135

0123-23-5783

0123-33-6762

0123-33-4439

0123-23-3291

0123-32-2378

011-811-6622

0123-26-1814

0123-23-3849

0123-26-4598

0123-23-5505

0144-33-1792

0123-23-6760

0123-22-1403

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者

066-0039 千歳市 富士４丁目３番22号 0123-26-0035[建施]第１号 H27.11.19 (株)生杉建設 代表取締役 石井　良幸

みどり台南１丁目９番２号 0123-25-5850[建施]第２号 H27.11.19 池田建総(株) 代表取締役 池田　邦靖 066-0084 千歳市

取締役社長 橋本　紀昌 003-0012 札幌市 白石区中央２条７丁目１番１号

有明町２丁目６番９号 0123-32-2828[建施]第７号 H27.11.19 郷土建設(株) 代表取締役 中泉　孝彦 061-1431 恵庭市

011-558-7131[建施]第３号 H27.11.19 (株)住まいのクワザワ

066-0033 千歳市 北光４丁目３番11号 0123-23-5707[建施]第４号 H27.11.19 (株)生杉工務店 代表取締役 生杉　昇治

相生町231番地 0123-33-1133[建施]第５号 H27.11.19 (株)玉川組 代表取締役社長 玉川　裕一 061-1448 恵庭市

[建施]第10号 H27.11.19 (有)小林建築 代表取締役 小林　三男

代表取締役 前田　浩志 066-0018 千歳市[建施]第９号 H27.11.19 (株)協栄土建

[建施]第12号 H27.11.19 緑建工業(株)

豊平区水車町５丁目10番10号 011-811-5366[建施]第11号 H27.11.19 イワクラホーム(株) 代表取締役 蓮井　美津夫 062-0912 札幌市

旭ヶ丘１丁目４番７号 0123-23-3056

066-0019 千歳市 流通１丁目３番地の１ 0123-27-5588[建施]第13号 H27.11.19 千歳建設(株) 代表取締役社長 藤川　俊一

北斗３丁目15番27号 0123-23-2374[建施]第14号 H27.11.19 (株)スマイルホーム 代表取締役 水口　昌仁 066-0073 千歳市

代表取締役 沼田　哲平 066-0026 千歳市 住吉２丁目１番６号 0123-23-2001[建施]第15号 H27.11.19 北海道ニッツウサービス(株)

053-0043 苫小牧市 日の出２丁目13番23号 0144-36-6111[建施]第16号 H27.11.19 盛興建設(株) 代表取締役社長 原　広吉

花園４丁目６番１号 0123-23-4639[建施]第17号 H27.11.19 (株)丸佐佐藤工務店 代表取締役 佐藤　研也 066-0028 千歳市

代表取締役 菊池　利夫 066-0028 千歳市 花園２丁目１番５号 0123-23-4879[建施]第18号 H27.11.19 (株)ｅｃｏａハウス

061-1442 恵庭市 緑町２丁目６番12号 0123-32-2992[建施]第19号 H27.11.19 信成ホーム(株) 代表取締役 成田　直仁

備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

R2.1.17変更[代表者]

R2.9.28変更[代表者]

代表取締役 落合　憲一郎 066-0038 千歳市 信濃３丁目17番15号 0123-26-1811

061-1441 恵庭市 住吉町４丁目３番12号 0123-32-4464

R2.1.8変更[社名]

H28.3.23変更[代表者]



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

252-0005 神奈川県 座間市さがみ野２丁目５番22号 046-257-3411

066-0063 (千歳本店) 千歳市幸町６丁目20番24号ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ１Ｆ 0123-40-5262
0123-40-5263

0123-29-4000

0123-33-6658

0123-23-5575

0123-25-8986

0123-42-1488

0123-22-6920

0123-23-2622

0144-34-8442

0144-73-8437

0123-33-6454

0123-34-7181

0123-29-4710

0144-34-1731

0123-32-3727

0123-36-3635

0123-49-2042

旭ヶ丘４丁目２番９号 0123-24-4503[建施]第20号 H27.11.19 (有)小野寺宅建 代表取締役 小野寺　澄稔 066-0018 千歳市

取締役社長 梅坪　登美男 061-1421 恵庭市 牧場425番地の１ 0123-33-6622[建施]第21号 H27.11.19 マルウメ梅坪(有)

066-0062 千歳市 千代田町１丁目９番地 0123-23-3389[建施]第22号 H27.11.19 (株)後藤田組 代表取締役 後藤田　真次郎

豊里３丁目４番８－１号 0123-25-8995[建施]第23号 H27.11.19 (株)鈴木営繕 代表取締役 鈴木　均 066-0022 千歳市

取締役 汲田　由香里 066-0026 千歳市 住吉３丁目１番10号 0123-26-3674[建施]第24号 H27.11.19 (有)汲田工務店

066-0023 千歳市 寿２丁目１番１号 0123-24-3506[建施]第25号 H27.11.19 (株)マルケン寿ハウス 代表取締役 長友　恒雄

中央区南１条西19丁目291番地 011-642-1111[建施]第26号 H27.11.19 山﨑建設工業(株) 代表取締役 江野　英嗣 060-0061 札幌市

代表取締役社長 松浦　克文 053-0007 苫小牧市 船見町２丁目11番15号 0144-35-2256[建施]第27号 H27.11.19 (株)松浦組

053-0816 苫小牧市 日吉町３丁目10番２号 0144-73-8436[建施]第28号 H27.11.19 (株)大内工務店 代表取締役 大内　清治

代表取締役 松尾　仁志[建施]第30号 H27.11.19 戸大建設工業(株)

戸磯619番地の２ 0123-33-3040[建施]第29号 H27.11.19 (株)原田建設 代表取締役 原田　昭夫 061-1405 恵庭市

061-1412 恵庭市 白樺町２丁目８番16号 0123-33-1582[建施]第31号 H27.11.19 宏和建設(株) 代表取締役 安保　貴弘

0123-22-6926[建施]第32号 H27.11.19 (有)田岸建設 代表取締役 田岸　税 066-0027 千歳市

代表取締役 江島　大和 053-0042 苫小牧市 三光町２丁目１番24号 0144-37-3600[建施]第33号 H27.11.19 (株)トマト

061-1414 恵庭市 漁町６番地の５ 0123-32-3707[建施]第34号 H27.11.19 (有)丸東東栄建設 取締役 細川　信義

島松寿町１丁目20番地の７ 0123-36-3635[建施]第35号 H27.11.19 (有)エスティホーム 代表取締役 原田　芳信 061-1355 恵庭市

代表取締役 升田　剛史 066-0026 千歳市 住吉１丁目4番11号 0123-49-2041[建施]第36号 H27.11.19 正和建設(株)

H28.7.5変更[代表者]

R1.8.27変更[代表者]

R3.6.8変更[代表者]

H31.2.7住所変更

末広５丁目１番１１号



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

043-0022 江差町 字伏木戸町634番地 0139-52-0856

066-0022 (千歳支店) 千歳市豊里４丁目４番10号 0123-23-5437
0123-22-6302

0123-24-2959

0123-32-5288

0123-33-1698

0123-32-3108

0123-26-1099

0123-24-7676

0123-34-9445

0123-36-6166

0144-72-4321

0123-23-8877

0123-27-2255

0144-34-3379

0123-33-6133

0123-36-5034

0123-23-2781

0123-24-0386

代表取締役 丹波　正宏

[建施]第38号 H27.11.19 下原造建(株) 代表取締役 白石　典子 061-1424 恵庭市

代表取締役 樋田　清吉 061-1406 恵庭市 和光町２丁目11番12号 0123-33-4463[建施]第39号 H27.11.19 (株)樋田建設

066-0047 千歳市 本町１丁目14番地 0123-23-7711[建施]第37号 H27.11.19 (株)丹波組

代表取締役 渡辺　宰

061-1404 恵庭市 上山口31番地 0123-32-3106[建施]第40号 H27.11.19 (株)宮崎組 代表取締役 宮崎　光由

梅ヶ丘３丁目４番19号 0123-26-1083[建施]第41号 H27.11.19 アイグステック(株) 代表取締役 塩谷　政志 066-0025 千歳市

[建施]第44号 H27.11.19 (有)澤田工務店 代表取締役 澤田　實 061-1375 恵庭市

代表取締役 瀬尾　清 053-0854 苫小牧市 啓北町２丁目３番２号 0144-73-7324[建施]第45号 H27.11.19 住拓工業(株)

代表取締役 南雲　勇次 066-0036 千歳市 北栄１丁目20番７号 0123-24-8176[建施]第42号 H27.11.19 山二総合保全(株)

061-1414 恵庭市 漁町97番地の２ 0123-34-9335[建施]第43号 H27.11.19 (有)アート建築事務所

066-0028 千歳市 花園５丁目９番１号 0123-23-3388[建施]第46号 H27.11.19 さかい建築工房(株) 代表取締役 酒井　浩明

桂木５丁目７番19号 0123-27-2228[建施]第47号 H27.11.19 (有)北穂 代表取締役 北村　不二穂 066-0067 千歳市

[建施]第51号 H27.11.19 中山建設(株)

代表取締役 大滝　充雄 053-0012 苫小牧市 汐見２丁目12番12号 0144-34-3377[建施]第48号 H27.11.19 (株)大滝組

061-1417 恵庭市 駒場町５丁目１番２号 0123-33-2324[建施]第49号 H27.11.19 (有)八木橋工務店 代表取締役 八木橋　学

066-0034 千歳市 富丘４丁目32番２号

島松本町３丁目４番８号 0123-36-8945[建施]第50号 H27.11.19 (株)中根住建 代表取締役 中根　智睦 061-1353 恵庭市

0123-24-0386[建施]第52号 H27.11.19 富丘建設 代表 小林　信一

代表取締役 中山　千太朗 066-0022 千歳市 豊里２丁目14番３号

[建施]第53号 H27.11.19 (株)田畑建設 代表取締役 田畑　昌伸

H29.2.3変更[代表者]

0123-23-5111

南島松45番地 0123-36-6161

大町２丁目５番７号 0123-32-2739



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

0123-24-5312

0123-23-5346

0123-23-2059

0123-26-0908

0123-22-4342

0123-26-5407

0123-29-3452

0123-23-2613

0123-26-5333

0123-32-3506

0123-33-7656

0123-42-4108

0123-33-9554

0123-24-0091

0123-23-5970

0123-32-3814

0144-32-9847

鈴木　直人 066-0026 千歳市 住吉１丁目６番２号 0123-23-5346[建施]第54号 H27.11.19 光ハウス 代表

[建施]第55号 H27.11.19 (株)弘和建設工業 代表取締役 黒坂　篤 066-0036

小松　義徳 066-0062 千歳市 千代田町３丁目７番 0123-26-0909[建施]第56号 H27.11.19 (株)マーベラスホーム 代表取締役

代表取締役

千歳市 春日町１丁目４番９号 0123-22-4850[建施]第57号 H27.11.19 常綜建設(有) 代表取締役 菊池　孝 066-0065

伊藤　博 066-0038 千歳市 信濃２丁目13番３号 0123-27-2707[建施]第58号 H27.11.19 (株)日建企画 代表取締役

[建施]第61号 H27.11.19 (有)千歳ハウジング 取締役 根上　邦明 066-0015

佐藤　光和 061-1447 恵庭市 福住町１丁目21番１ 0123-32-3027[建施]第62号 H27.11.19 さとう住設工業(株) 代表取締役

千歳市 北陽３丁目４番９号 0123-22-1032[建施]第59号 H27.11.19 (株)Smart House 代表取締役 畠山　真由美 066-0032

細越　正利 066-0065 千歳市 春日町１丁目４番19号 0123-23-2613[建施]第60号 H27.11.19 (有)細越工務店

(有)菊地建設 代表取締役

恵庭市 北柏木町１丁目19番13号 0123-33-7656[建施]第63号 H27.11.19 (有)安田建築 代表取締役 安田　茂博 061-1433

髙木　雅夫 066-0026 千歳市 住吉５丁目２番11号 0123-42-4110[建施]第64号 H27.11.19 (株)雅建設 代表取締役

代表取締役

[建施]第67号 H27.11.19 野口建築工房 代表 野口　正紀 066-0042

入来院　毅 061-1431 恵庭市 有明町４丁目11番14号 0123-32-3812[建施]第68号 H27.11.19 入来院建設 代表

恵庭市 有明町３丁目５番５号 0123-33-8478[建施]第65号 H27.11.19 (株)歳桃組 代表取締役 歳桃　勝幸 061-1431

菊地　稔 066-0038 千歳市 信濃４丁目16番６号 0123-24-0092[建施]第66号 H27.11.19

苫小牧市 三光町２丁目８番１号 0144-32-1118[建施]第69号 H27.11.19 (株)門田組 代表取締役 中田　吉信 053-0042

蓑島　賢樹 066-0015 千歳市 青葉３丁目８番20号 0123-23-4311[建施]第70号 H27.11.19 (有)蓑島組

千歳市 東雲町２丁目24番１号 0123-23-5970

千歳市 青葉５丁目14番６号 0123-24-6997

千歳市 北栄１丁目30番４号 0123-23-2032 R03.08.16変更[代表者]

H28.10.27変更[代表者]



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

0144-55-1818

0144-72-3074

011-686-8031

0123-32-3423

0123-27-1308

0123-31-8162

0123-26-7225

011-788-1826

0123-24-4995

0123-32-3883

0123-36-8075

0123-34-2686

0123-25-3020

0123-49-6295

0123-42-0027

01457-2-2037

0144-34-4653

苫小牧市 沼ノ端中央１丁目１番24号 0144-55-0939[建施]第88号 H27.12.28 島崎建設(株) 島崎　鶴松 059-1305

053-0804 苫小牧市 元町３丁目６番10号 0144-74-5826[建施]第89号 H27.12.28 (有)丸勝勝工建 本部　慧一

代表取締役

取締役

[建施]第71号 H27.11.19 (株)プラスト 代表取締役社長 中澤　浩司 006-0832

平中　亮治 061-1414 恵庭市 漁町174番地 0123-32-3391[建施]第72号 H27.11.19 (有)熊谷組 代表取締役

[建施]第75号 H27.11.19 (株)大下建設 代表取締役 大下　和志 066-0017

髙橋　　晃 007-0805 札幌市 東区東苗穂５条１丁目２番1号 011-788-1825[建施]第76号 H27.11.19
北海道セキスイファミエス
(株)

代表取締役社長

[建施]第73号 H27.11.19 (有)松橋建設 代表取締役 松橋　ミサ子 066-0018

長谷川　和人 066-0022 千歳市 豊里３丁目４番15号 0123-31-8162[建施]第74号 H27.11.19 エミナホーム 代表

千歳市 旭ヶ丘２丁目５番23号

[建施]第79号 H27.11.19 (有)木下建築 代表取締役 木下　博幸 061-1431

柴田　純一 061-1355 恵庭市 島松寿町１丁目12番地の２ 0123-36-8049[建施]第80号 H27.11.19 (株)柴田建築工房 代表取締役

松岡　  保 066-0073 千歳市 北斗５丁目５番13号 0123-24-8667[建施]第78号 H27.11.19 (株)北央建設 代表取締役

有明町４丁目９番18号 0123-32-3472

[建施]第83号 H27.12.2 ニュービルドスタイル 谷野　卓磨代表

代表取締役

千歳市 北陽８丁目３番１０号 0123-25-3802[建施]第82号 H27.11.26 (株)生杉工房 生杉　学 066-0032

恵庭市 文京町４丁目21－14 0123-34-2686[建施]第81号 H27.11.19 木村工務店 代表 木村　和美 061-1425

代表取締役

055-0106 平取町 字荷菜15番地５ 01457-2-2048[建施]第85号 H27.12.8 (有)楠建設 楠　千弘代表取締役

代表取締役

千歳市 春日町３丁目２番５号 0123-23-4426[建施]第84号 H27.12.8 (有)やました企画 山下　松治 066-0065

[建施]第86号 H27.12.8 (株)秋村組 宇多　重雄 053-0031

0123-27-1308

千歳市 日の出３丁目１番５号 0123-26-2057

札幌市 手稲区曙２条４丁目２番47号 011-688-8140
ｴｺﾘﾌｫｰﾑ事業所
TEL011-686-8030

R2.01.16変更[所在地]

R1.09.17変更[代表者]

R3.02.03変更[代表者]

苫小牧市 春日町１丁目14番２号 0144-34-4651

066-0017 千歳市 日の出３丁目４番17号 0123-49-6295

恵庭市



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

0133-22-3304

0123-33-2038

011-676-3004

0138-84-6091

0123-23-7771

0123-32-2801

0145-22-3012

0123-40-0527

0123-33-8405

0144-33-6819

0123-39-3332

0123-40-1670

011-721-3886

0123-25-8342

代表取締役社長

[建施特]第102号 H28.5.2 日本トータルハウジング(株) 高橋　秀彰 007-0841 札幌市 東区北41条東５丁目２番25号 011-721-3880

[建施]第100号 H28.4.21 グリートホーム(株) 阿部　敏春 061-1414 恵庭市 漁町30番地 0123-39-3337

[建施]第99号 H28.4.11 日成建設工業(株) 赤石　和昭 053-0005 苫小牧市 元中野町４丁目６番３号 0144-33-6816

[建施特]第98号 H28.4.11 竹村工務店 竹村　茂 061-1434 恵庭市 柏陽町３丁目16－２ 0123-33-8405代表

[建施]第97号 H28.4.8 (有)山建 山根　俊治 066-0037 千歳市 新富３丁目５番４号 0123-40-0526

[建施]第96号 H28.4.8 (有)上田建設 上田　直陽 066-0008 安平町 早来栄町165番地２ 0145-22-2176代表取締役

取締役

[建施特]第95号 H28.3.4 拓建 黒坂　信夫 061-1411 恵庭市 恵南21番地12 0123-33-1277

[建施]第94号 H28.3.2 (有)流星工業 出田　道博 066-0008 千歳市 根志越189番地79 0123-26-5108取締役

代表

[建施]第93号 H28.2.24 (株)厚峰建設 渡部　利行 043-1111 厚沢部町 赤沼町224番地の11 0139-67-2207
函館支店
TEL0138-84-6090

[建施]第92号 札幌市 中央区大通西18丁目２番地10 011-641-4422 R2.4.30変更[FAX番号]

(有)松橋ホーム 松橋　均 061-0200代表取締役

黄金南３丁目１番地の17 0123-33-2032[建施]第91号 H28.1.19 (有)北清建設 相澤　裕二

当別町 字茂平沢３０６１番地２４２ 0133-22-4386[建施特]第90号 H28.1.15

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

[建施特]第101号 H28.5.2 (有)田中建築工房 取締役 田中　豊 066-0081 千歳市 清流４丁目８番26号 0123-42-5624

H28.2.4 (株)エネサンス北海道 柵山　臣 060-0042

061-1409 恵庭市

[建施特]第103号 H28.5.2 (有)ティーエム設計 取締役 道政　浩 066-0041 千歳市 清水町５丁目10番地の４ 0123-25-8302

[建施]第104号 H28.5.26 (株)協栄ハウス 代表取締役 佐藤　博 066-0043 千歳市 朝日町３丁目５番地の１ 0123-42-8810 H30.4.17変更[代表者]

[建施特]第105号 H28.6.9 (株)り・ぷらんにんぐ 代表取締役 原　恵介 001-0030 札幌市 北区北30条西７丁目２番27号 011-738-0750

0123-42-8813

011-738-0740

[建施]第106号 H28.8.3 (有)植苗木工センター 代表取締役 佐々木　和義 059-1433 安平町 遠浅707番地 0145-26-2221 0145-22-3063



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

151-0053 東京都 渋谷区代々木２丁目１番１号 03-5350-3366

060-0807 (北海道営業所) 札幌市北区北７条西１丁目１－２ＳＥ札幌ビル１０Ｆ 011-758-3391
[建施特]第116号 H28.10.17 積和不動産（株） 代表取締役社長

0123-33-4672[建施特]第118号 H28.12.21 髙橋建総 代表 髙橋　泰信 061-1434 恵庭市 柏陽町３丁目２３１－１ 0123-34-2244

03-5350-4665

011-764-5965

[建施]第114号 H28.10.3 (株)三喜建設 代表取締役 水戸　喜則 066-0027 千歳市 末広５丁目３番８号 0123-40-8133

[建施特]第115号 H28.10.6 (有)佐々建設 代表取締役 佐々　義行 059-1271 苫小牧市

0123-42-0214

0123-22-1378

0123-42-0215

[建施]第107号 H28.8.17 (有)山友 代表取締役 山口　涼介 066-0036

[建施]第122号

R3.3.11変更[住所]

[建施]第109号 H28.8.30 (有)ビーホーム 代表取締役 石坂　泰雄 066-0028 千歳市 花園５丁目９番２号

千歳市 北栄２丁目22番２号 0123-25-3830 0123-25-3806 

158-0097 東京都 世田谷区用賀４丁目10番１号 03-5717-1001

060-8515 (北海道支店) 札幌市中央区北３条西２丁目２－１ 011-272-7791

0123-40-8127

[建施]第113号 H28.10.3 (株)アシスト企画

0123-23-6132

豊平区月寒中央通２丁目１番19号 0144-57-3357

011-764-5150

011-272-7808

0144-57-3365

(株)東急コミュニティーH28.9.12

0123-21-8076

0144-56-2007

澄川町６丁目８番1７号 0144-68-1393

[建施特]第108号 H28.8.30 稲葉ホームサービス 代表 稲葉　常夫 066-0023 千歳市 寿３丁目４番１号 0123-22-1378

浅野　光太郎

0123-26-1750 0123-26-1790

上長都1124番地４千歳市066-0077山口　健代表取締役久健興業（株）H30.3.29

011-865-2019

[建施]第110号 代表取締役 雜賀　克英

[建施特]第111号 H28.9.12 ワイズ建築 代表 福原　孝 066-0072 千歳市 自由ヶ丘６丁目６番１３号 0123-24-8269

[建施特]第112号 H28.9.12 コスモ建設(株) 代表取締役 高山　壽雄 062-0020 札幌市

代表取締役 岡本　勝 001-0925 札幌市 北区新川５条16丁目６番５号

R2.2.18変更
[支店名・代表者]

0144-72-1150

0144-55-6393柳町４丁目１９番２４号苫小牧市053-0053大橋　敏裕支店長（株）日本ハウスホールディングス
リフォーム事業部苫小牧千歳支店

H30.1.30[建施]第120号

0123-25-5360

0144-55-3955

[建施]第121号 H30.3.29 イーグルホーム(株) 代表取締役 湊　修一 066-0083 千歳市 みどり台北１丁目７番６号

[建施]第123号 H30.4.25 （有）金子板金工作所 代表取締役 金子　國男 059-1372 苫小牧市 字勇払44番地３ 0144-56-2273

[建施]第124号 R2.10.5 大鎮キムラ建設（株） 代表取締役 木村　匡紀 053-0816 苫小牧市 日吉町１丁目４番６号 0144-72-1146

宮本　伸司代表取締役北ガスフレアスト東（株）H29.5.19[建施]第119号 003-0029 札幌市 白石区平和通1４丁目北１番２３号 011-865-2010



　< 新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着回数増に伴う住宅防音工事 > 

 自：平成27年11月～ 公益財団法人 新千歳空港周辺環境整備財団

役職名 氏名 〒 住所① 住所②

連 絡 先
FAX番号

本 店 所 在 地 連 絡 先
電話番号

財団関連工事業者登録 建　築　工　事　施　工　会　社　概　要

登録番号
登録通知
年月日

商号又は名称
( 会 社 名 )

代 表 者 備　　考

登録業者名簿 ＜建築施工＞
令和３年９月８日現在

[建施]第125号 R3.2.2 （株）リライフ 代表取締役 垣崎　雅水 066-0025 千歳市 梅ヶ丘１丁目７番１８号 0123-40-7333 0123-40-7334

[建施特]第126号 R3.3.15 （株）Ｋ－ｈｏｕｓｅ 代表取締役 勝瀨　乙德 066-0071 千歳市 桜木４丁目１番１８号 070-8321-0929 0123-27-5088


