（令和元年8月1日現在）
平成29・30年度 小規模修繕契約希望登録者

受付番号
登 録 者 名
278 アイズテック株式会社
251 アウルホーム株式会社
192 株式会社アクアシステム
263 株式会社池田金属板工業
167 株式会社池田商店
203 株式会社伊吹畳店
284 有限会社インテリアえのもと表装
95 インテリアサービスみのうら
210 有限会社インテリアはらだ
159 インテリア村井
26 インテリアレオス
174 有限会社ウイル工業
171 有限会社エクステリアミヤシタ
50 有限会社エクセルホーム
223 ＳＫサービス
283 ＮＡアースフロンティア株式会社
172 エムエス工業株式会社
207 オーケーメンテナンス
195 株式会社オクヤマ工業
235 乙井電設
215 帯広アクアサービス
224 帯広キーロックサービス
264 掛村塗装店
254 笠原塗装
280 勝美建設株式会社
179 カトウ株式会社
169 河尻室内装飾
66 かんばんや
44 株式会社グッド住マイル
292 草野設備
243 工藤工建
266 有限会社工藤農機
170 グラスアート工房ビショー
247 合同会社グラベイト
67 有限会社クリタ建設
205 株式会社建板
287 コウエイリフォーム
84 有限会社光進設備

所 在 地
帯広市西１７条南３丁目３０番２２号
帯広市西６条南３１丁目１０番地１
帯広市東二条南１５丁目６番地２ ぜんりん第３ビル２－Ｅ
帯広市西２０条北１丁目６番１５号
帯広市西１８条北１丁目１７番地
帯広市西二十二条南３丁目３４番地３
帯広市西１２条南１４丁目３番地
帯広市西１８条北１丁目９－３０
帯広市東十三条南３丁目１番地１０
帯広市西１６条北１丁目１番地
帯広市西１１条南１６丁目２番地
帯広市西１８条北１丁目１３番１５
帯広市西二十条南１丁目１４番地３０－２０
帯広市西１９条南４丁目４番１５号
帯広市西二十一条南２丁目５７番１号
帯広市東１条南３丁目１５番地１
帯広市西１５条南１５丁目８番地３
帯広市南の森西１０丁目３番１５号
帯広市西三条南２丁目８番地２
帯広市稲田町南８線西１４番地１８
帯広市西二十一条南２丁目４１番２４号
帯広市東一条南１６丁目２０番地
帯広市東６条南２２丁目２－３２
帯広市西１８条南５丁目５２番地１４
帯広市白樺１６条西１０丁目２番地
帯広市西６条南３１丁目５番地１１
帯広市西８条南３１丁目１９番地
帯広市公園東町４丁目８番地７
帯広市西２条南２５丁目６番地
帯広市西７条南２５丁目４１番地１
帯広市新町西８丁目２９番地 アプローズタウン８Ｄ Ｄ３
帯広市大正町基線４５番地３
帯広市東５条南１９丁目２番地
帯広市西１７条南５丁目１１番地５９ モア・エクセレンス1-Ｃ
帯広市西１８条南２丁目１３番地３６
帯広市西二条南３７丁目３番５号
帯広市南の森東２丁目２番地１０
帯広市西１１条南１６丁目３番地７
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（令和元年8月1日現在）
平成29・30年度 小規模修繕契約希望登録者

受付番号
登 録 者 名
16 有限会社幸誠電設
131 小関建築工房
106 有限会社コハクシーリング
273 有限会社コバヤシ
272 有限会社小原住設サービス
184 株式会社近藤商会
186 斉藤建設
276 齊藤工務店
191 有限会社サニーデンキ
237 有限会社三輝
178 有限会社ジェービーエム帯広
279 宍戸工業建設株式会社
188 株式会社進
277 新巧建装
173 有限会社新生電設
193 有限会社スクラム・レジーム
115 太平ガラス商会
289 有限会社タカダ石工業
116 株式会社巧建築工房
231 TADATECK株式会社
228 合資会社ダックス
226 株式会社田中設備工業
134 玉谷塗装
270 千葉石材株式会社
288 千葉塗装店
49 有限会社ツボハラ設備工業
249 有限会社でんきのマインド
5 電鍵システム工事
267 株式会社桃花舎
19 株式会社道設住機
219 トータルリフォーム相建
190 トカチトーヨー住器株式会社
245 株式会社十夢ハウス
291 株式会社トライストーム
232 株式会社ドリーム・アート
58 ナカムラ鉄工
163 有限会社仁科建設
151 株式会社日設工業
10 納村板金工業

所 在 地
帯広市東９条南４丁目５番地４
帯広市西５条南１６丁目２番地５
帯広市緑ヶ丘２条通２丁目１０番地１１
帯広市南の森西６丁目８番１０号
帯広市西１６条南４０丁目４番地１５
帯広市西１９条北１丁目５番１２号
帯広市西二十条南５丁目１９番３号
帯広市南の森西１０丁目１番８号
帯広市西二十条南２丁目２１番１９号
帯広市西一条南２７丁目１６番地１
帯広市西２０条南２丁目２番９号
帯広市西２３条南１丁目１２６番地の７
帯広市西十七条南５丁目４番地６０
帯広市緑ヶ丘２条通５丁目８番地４
帯広市西９条南３０丁目６番地
帯広市東一条南３０丁目１番地５３
帯広市西１３条南１３丁目４番地５
帯広市西20条南2丁目12番5号
帯広市西１４条南１３丁目２番地４０
帯広市以平町西６線２３番地１７
帯広市西十二条北３丁目１番地１６
帯広市西十条南２８丁目２６番地
帯広市西１８条南５丁目４０番地１４
帯広市西１１条北１丁目１６番地
帯広市西８条南２６丁目２０番地
帯広市西１９条南５丁目２９番２０号
帯広市西１７条北１丁目２番１５号
帯広市西１７条南３丁目１５番１号
帯広市西６条南６丁目３番地
帯広市西２３条南２丁目８番地３３
帯広市西二十三条南３丁目２８－1 シャーロットタウン.ビル1Ｆ
帯広市西五条南３１丁目１の２５
帯広市西２０条南５丁目２番６号
帯広市西９条南３丁目11番地 Ⅱ-A
帯広市大通南３１丁目４２番地
帯広市基松町西１線３８番地
帯広市西８条南９丁目２９番地
帯広市西２条南３６丁目１番１９号
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（令和元年8月1日現在）
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受付番号
登 録 者 名
150 株式会社ハウスサポート２４
214 長谷川産業株式会社
52 株式会社はやし陶石
274 B＆Pイシハラ
57 有限会社美建装ジョイ
175 菱岡建設
182 株式会社ビショー
100 平木設備工業所
234 ヒロノ製作所
285 株式会社ＦＡＩＴＨｃｏｍｐａｎｙ
250 有限会社フジ工房
59 二川室内装飾
290 株式会社プラスワイド
104 有限会社ホーユー設備工業
286 有限会社ホクエイ
256 特定非営利活動法人北海道ＣＯＮ保全協会
143 有限会社堀商会
265 丸建建設工業所
89 水崎塗装
82 ミモリ電設株式会社
258 みやざわ塗装
282 森建設
158 森原清掃工業
208 有限会社やまいち塗装
161 ヤマカシステム株式会社
141 ヤマグチ塗装工業
222 有限会社大和家具店
268 洋建築工房
197 リペアサービス
109 有限会社リ・ホーム・サン
185 ロックサービスかぎ屋

所 在 地
帯広市東１１条南６丁目８番地１
帯広市東二条南６丁目２０番地
帯広市東１条南１１丁目１３番地
帯広市西１８条北１丁目８番地２９
帯広市西１５条南１６丁目２番地１１
帯広市西１６条北３丁目３番２８号
帯広市東５条南１９丁目２番地３９
帯広市西１６条南５丁目７番１０号
帯広市広野町西２線１５０
帯広市西１８条南４丁目３０番５号
帯広市大通南２６丁目１３番地
帯広市西１７条北２丁目５２番２４号
帯広市西19条南3丁目4番地12 レインボーヴィレッジ２Ｆ
帯広市東十一条南６丁目８番地１
帯広市東９条南１１丁目３番地１
帯広市西１２条南３１丁目１８番地
帯広市大空町１丁目４番地４
帯広市西４条南１９丁目１１番地１
帯広市東５条南２３丁目４番地６
帯広市西１５条南４０丁目７番地１
帯広市西１３条南２９丁目４番地１１
帯広市西９条北７丁目９番地３
帯広市西２３条南４丁目１１番地１５
帯広市東二条南２２丁目１２番地１
帯広市西二十三条北１丁目７番１号
帯広市西２３条南３丁目３０番地２
帯広市大通南１０丁目１０番地
帯広市南の森東２丁目９番地１１
帯広市西十九条南２丁目３５番６号
帯広市西１９条南５丁目３６番９号
帯広市西５条南２４丁目１－１ 森本ビル１階
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