
会　　　　社　　　　名 業種・職種 電話番号 FAX番号 メールアドレス その他（コメント等）

アイティー㈱ 管工事業 代表取締役 大上　　忍 791-1106 松山市今在家1-3-7 089-957-5888 089-957-3900 ooue@it-corp.jp
㈱青空興業 鋼構造物工事,一般建築工事 代表取締役 松田　朋香 791-1132 松山市久谷町乙1036 089-963-1952 089-963-1962
上田消防建設㈱松山店 消防施設工事業 代表取締役 正岡　尚起 791-8006 松山市安城寺町156 089-924-3822 089-924-3865 ueda-main@ued-s.co.jp ＥＣ防災ショップ「常備屋」開設
愛媛基礎工事業協同組合 基礎工事 代表理事 田中　清久 791-3133 伊予郡松前町大字昌農内296 089-985-5590 089-985-0747 ehime.kiso@gmail.com
Ｍ・Ｇ・Ｍストーン㈱ 石･タイル工事 代表取締役 三浦　秀之 791-8031 松山市北斎院町58-1 089-974-5915 089-974-5917 info@mgms.jp
大野開發㈱ 解体工事 代表取締役 大野　照旺 791-0242 松山市北梅本町甲184 089-976-1234 089-976-8700
㈲大野塗装店 建築塗装 代表取締役 大野　誠也 791-0101 松山市溝野辺町甲102-1 089-977-7976 089-977-7972 oono@giga.ocn.ne.jp
オスモ＆エーデル㈱ 輸入建材卸 及川　英治 673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 0794-72-2001 0794-72-2000 info@osmo-edel.jp
㈱戒田商事 管工事業 代表取締役社長 戒田　暁信 791-1113 松山市井門町190-1 089-956-2295 089-956-2240 kaida@kaidaee.com
㈲影浦塗装工業 建設業・塗装業 代表取締役 影浦　達也 790-0941 松山市和泉南4-13-14 089-956-2633 089-957-8349 kageurat@alpha.ocn.ne.jp

㈱キクノ
セメント,生コン,コンクリー
ト製品,外壁工事,外構工事,
他

代表取締役 菊野　先一 790-0067 松山市大手町1-8-8 089-941-0007 089-932-6541 cement@kikuno.jp

木野内化成産業㈱ 建築資材販売,工事(断熱材) 取締役社長 山内　正卓 790-0052 松山市竹原町1-5-5 089-941-9242 089-932-7212 info@kinoutikasei.co.jp
㈲窪田富建設 建設業 代表取締役 窪田　秀樹 791-1134 松山市荏原町甲652 089-963-3206 089-963-0707 kubotomi@kubotatomi-kensetsu.com

㈱栗田工務店 建築業,リフォーム業 代表取締役 谷本　憲介 790-0921 松山市福音寺町40-1 089-993-7555 089-993-7752 kurita39@lilac.ocn.ne.jp
網戸張替えから耐震改修工事まで,リフォーム,リノベーショ
ンに特化した建築会社です。

コーエキ㈱ 内装工事業 代表取締役 明関　　勉 790-0913 松山市畑寺3-11-31 089-946-1141 089-932-8499 kissmatsuyama@yahoo.co.jp ホームページ:http://www.kissjp.com
㈱コープ住まいるえひめ 新築,リフォーム,不動産 代表取締役 中山　憲章 791-1105 松山市北井門4-19-15 089-969-7177 089-969-7178 k_nakayama@coopehime.or.jp 会社スローガン「頼んでよかったの声を広げたい」

小松ウォール工業㈱松山支店 建具,内装仕上げ 支店長 高井　俊和 790-0011
松山市千舟町3-3-8
千舟町ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝ4F

089-961-1861 089-961-1862 takai.t@komatsuwall.co.jp

㈱コンステック松山支店 建設業 支店長 泉　　文彦 790-0047 松山市余戸南3-9-2 089-965-0155 089-965-0166 constec-matsuyama@cons-hd.co.jp
㈱四国建築設計事務所 代表取締役 山下　光雄 089-972-1211 089-972-1258
正和商事㈱ 代表取締役社長 門屋　早人 791-8036 松山市高岡町96 089-972-2111 089-972-2888
新日本法規出版㈱高松支社 出版 川上　康幸 760-0013 香川県高松市扇町3-14-11 087-837-7970 087-812-5750 takamatu-eigyo@sn-hoki.co.jp
全国農業協同組合連合会　施設農住部　西日
本広域施設農住事業所　愛媛施設農住事業所
（通称：全農西日本広域施設農住事業所　愛
媛施設農住事務所）

農業団体　施設農住事業部門
（設計事務所含む）

所長
(管理建築士)

元岡　克徳 791-2192 伊予郡砥部町拾町165 089-909-9450 089-909-9449 motooka-katsunori@zennoh.or.jp 事務所登録:全農西日本一級建築士事務所愛媛管理センター

㈱ダイテック 金属製品製造業 代表取締役 加藤　周平 791-2112 伊予郡砥部町重光190-2 089-956-7262 089-957-7458
ダイヤアルミ㈱ 建具工事 代表取締役 金森　　昭 799-3111 伊予市下吾川1873 089-982-8810 089-982-8815 kenzai@daiyaalumi.co.jp
大和コンストラクション㈱ 設計･監理,施工 代表取締役 松本　裕仁 790-0045 松山市余戸中1-1-26 089-971-1123 089-971-2232 infor@daiwa-c.com

㈱タガ
建築,塗装,防水,タイル,れん
がブロック,他

代表取締役 澤田　有馬 791-8021 松山市六軒家町3-20 089-925-5630 089-925-5632 ta-guide@taga-net.co. ホームページ:https://taga-net.com

東昇技建㈱ 建設業 代表取締役 小泉　啓典 791-1113 松山市森松町147-1 089-970-6814 089-970-6815
㈲トータルシール工業 建設業,防水工事 代表取締役 山本　　一 790-0056 松山市土居田町292 089-974-2422 089-972-6822 total-ceal@chorus.ocn.ne.jp
徳寿工業㈱松山支店 給排水･衛生･電気工事 支店長 平松　幸博 791-8002 松山市谷町100-2 089-979-0188 089-979-2173
㈱友清白蟻 シロアリ防除業 代表取締役 山辺　利成 799-2654 松山市内宮町513 089-978-2630 089-979-6212 matuyama@tomokiyo.co.jp
日本住宅パネル工業協同組合　西日本支所
広島営業所

内装プレハブ部品販売･施工,
大工･内装工事業

営業所長 桟敷　重和 790-0003
松山市三番町4-7-7
愛媛汽船ビル３Ａ

089-932-2363 089-932-2588 shigekazu.sajiki@panekyo.or.jp

ハイスピードコーポレーション㈱
地盤調査,地盤改良コンサル
タント

代表取締役 中村　大介 791-8016 松山市久万ノ台921-1 089-989-0093 089-989-0063 info@hyspeed.co.jp

㈲橋本建設商 建設業 代表取締役 橋本　秀明 791-1102 松山市来住町1464-1 089-956-3744 089-958-4650 info@hashimoto-k.jp
創業50周年をむかえました。これからも、愛あふれる家を建
ててまいります。

八松硝子建材㈱ 硝子工事 代表取締役 佐々木隆司 791-1102 松山市来住町14-4 089-975-3309 089-975-3310 hachi88@pluto.plala.or.jp

㈱日立ビルシステム四国支店
昇降機設備工事,ビルソ
リューション

支店長 破戸　　勉 761-0023 香川県高松市寿町1-3-2 087-822-1321 087-822-1231 hidetake.tajri.nf@hitachi.com ホームページ：https://www.hbs.co.jp(担当:田尻様)

福井コンピュータアーキテクト㈱
中四国営業所　松山オフィス

建築ＣＡＤソフトウェアの開
発及び販売

所長 池内　秀則 790-0952
松山市朝生田町5-7-30
ｽ ﾍﾟﾘｵﾀﾜｰ朝生田町1F東

0570-039-291 089-921-6731 ikeuchi@fcgr.jp

福泉㈱ ＬＰガス販売 代表取締役 福泉　秀人 790-0031 松山市雄郡1-1-32 089-932-3288 089-932-3221 info@fuxcen.jp ＬＰガス,ガス器具の事なら何なりとご相談ください。
㈲福田瓦工業 外装工事業 代表取締役 福田　大輔 791-8041 松山市北吉田町1022-１ 089-968-6118 089-968-6119 daisuke.@fukuda-kawara.co.jp
フジケンエンジニアリング㈱ 建設業 代表取締役 松本　陵志 791-8518 松山市古三津2-16-3 089-952-2233 089-952-2235 tosi@fujiken-e.co.jp
㈱富士造型 建設業 代表取締役社長 森岡　　孝 790-0966 松山市立花6-3-43 089-943-5236 089-931-2331 info@fujizokei.co.jp
㈱松井建設 建築工事業,宅地建物取引業 代表取締役 松井光太郎 790-0932 松山市東石井6-3-11 089-956-6433 089-957-5317 info@matsui-kensetsu.co.jp
㈱松原水道工業所 管工事 代表取締役 亀岡　　慎 791-8013 松山市山越1-8-7 089-922-8220 089-922-7726 matumizu87@jeans.ocn.ne.jp

㈱松山建装社
店舗等の内装工事,ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
装飾

代表取締役 盛重　泰輔 790-0003 松山市三番町7-1-7 089-941-5221 089-933-4733 customer_kenso7cs@kensosya.co.jp
看板･垂れ幕等のデザイン･制作や各種イベント会場の設営な
ども行っています。

松山電設工業㈱ 電気工事業 代表取締役 佐藤　勇人 790-0913 松山市畑寺4-12-20 089-975-6826 089-975-6319
宮地電機㈱開発事業部 電気設備機器,電材卸 藤野　裕二 790-0065 松山市宮西1-9-34 089-925-1281 089-925-1288 fujino-y@miyajidenki.com
㈱山装 建設業 代表取締役 山本　明利 790-0041 松山市保免上1-15-19 089-943-0373 089-943-4560 yamaso@aroma.ocn.ne.jp
㈱山本商会 防水工事 代表取締役 山本　　摂 790-0003 松山市三番町7-8-1 089-931-6261 089-932-8989 osamu@yamamoto-pro.co.jp

㈱ＬＩＸＩＬ
住宅設備機器,タイル,サッシ
等の製造と販売

時計　慎也 791-1115 松山市土居町798-1 050-1742-6355 089-956-6525 shinya.tokei@lixil.com

ＹＫＫ ＡＰ㈱愛媛支店 アルミ建材メーカー 支店長 北田　　太 791-1114 松山市井門町551-5 089-905-2551 089-905-2563 f_kitada@ykkap.co.jp

代表者名 住所

愛媛県建築士会松山支部　賛助会員名簿（掲載ご希望の会社のみ）
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