令和4年4月7日現在

令和３・４年度松戸市簡易修繕（営繕）業務受注資格者名簿一覧表（五十音順）
名称
1 （有）池田畳店
2 イシイデンキ
3 （有）いわい電業社
4 インテリア大山
5

A・M・S エアコン・メンテ・サービス

6 エヌケイ電気

代表者
（代） 池田 武司

住所

電話番号

登録業種

主な業務内容

松戸市新松戸4-188

(047) 344 - 7863 内装仕上工事 畳製作（畳表替修繕・襖・障子張替修繕）

松戸市上本郷4468

(047) 364 - 3842 電気工事

照明器具・電動機・機械設備等修理、盗聴器調査、
防犯機器設置、その他

松戸市新松戸7-233

(047) 344 - 6402 電気工事

電気工事

大山 文次

松戸市西馬橋４－５７１

(047) 343 - 3403 内装仕上工事 クロス、床、畳、襖、障子、カーテン、ブラインド等

佐藤 晋太郎

松戸市千駄堀1484-11

(047) 710 - 0116 電気工事

川満 信行

松戸市中矢切592-3

石井 博文
（代） 祝 真樹

070-6638-0751 電気工事

空調機器分解洗浄及び保守点検
一般屋内・屋外電気工事一式（強電・弱電・設備工
事一式）

7 （株）沖田工務店

（代） 沖田 利道

松戸市岩瀬414-1
メディア松戸403

(047) 312 - 3572 大工工事

8 （有）恩田畳店

（代） 恩田 忠治

松戸市中和倉519

(047) 344 - 9117 内装仕上工事 畳、襖、障子、網戸張替、室内クリーニング

松戸市馬橋2740

(047) 341 - 6292 大工工事

大工工事
新設、増設、改修配線工事、内・外照明、空調工事
等

9 笠西工務店

笠西 桂一

大工工事、リフォーム工事、店舗改装工事

10 （株）木村電気

（代） 木村 隆司

松戸市栗ヶ沢７７１

(047) 387 - 8467 電気工事

11 （有）クラフテック

（取） 周防 智則

松戸市八ヶ崎8-9-22

(047) 330 - 5133 建築一式工事 建築一式工事、修繕工事

12 （株）クリーンプランニング

（代） 霞末 みち代

松戸市千駄堀１５７９

(047) 710 - 3787 内装仕上工事

内装仕上げ工事、壁、床の張替え、ブロック、フェン
ス工事等

松戸市小金原3-15-37

090-3499-6300

建築工事、リフォーム工事

13 小山工務店

小山 孝一

大工工事

シーリング工事、防水工事（ウレタン塗膜、FRP、塩
ビシート等）、ALC壁修繕工事（下地補修工事等）

14 （株）サカモト工業

（代） 星 智明

松戸市馬橋2861-104

(047) 375 - 8707 防水工事

15 （株）坂本内装

（代） 坂本 智朗

松戸市五香南3-11-26

(047) 383 - 6011 内装仕上工事 商業施設、マンション等の内装工事全般

16 (有)櫻井商店

（代） 桜井 義夫

松戸市五香3-5-8

(047) 386 - 9071 ガラス工事

ガラス・サッシ修理、網戸張替、建付補修、鏡交換、玄関建付調
整

17 （株）桜井電気商会

（代） 桜井 豊元

松戸市根本４６４

(047) 362 - 0034 電気工事

電気・ガス・水道他ガス機器修繕

18 （有）佐藤建設工業

（代） 佐藤 重信

松戸市高塚新田１９４－４
(047) 710 - 4428 大工工事
５
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リフォーム・修繕事業、木工事全般
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令和３・４年度松戸市簡易修繕（営繕）業務受注資格者名簿一覧表（五十音順）
代表者

名称
19 （株）篠田工務店

（代社）

20 （有）杉浦ホームサービス

（代） 杉浦 一郎

篠田 光久

21 誠水社

佐藤 智裕

22 橘工務店

橘内 進伊

住所

電話番号

登録業種

主な業務内容
木工事一般、室内リフォーム・修理、塗装工事、建具、屋根板金
等修理

松戸市中根39-2

(047) 362 - 1732 大工工事

松戸市栗山136-8

(047) 363 - 0525 内装仕上工事 畳張り替え、新床製造

松戸市上本郷２２８５－１
(047) 727 - 9743 管工事
ｾﾚﾅﾊｲﾑ北松戸１１０４
松戸市二十世紀が丘萩
(047) 367 - 0196 大工工事
町182

管工事（水道・排水）、器具交換、水漏れ修理、改
修修繕
大工工事

23 （有）谷山工務店

（代） 谷山 靖知

松戸市上本郷2772

(047) 365 - 9755 大工工事

リフォーム工事

24 つつじ建設（株）

（代） 長岡 喜代子

松戸市稔台3-8-2

(047) 445 - 5000 大工工事

大工工事、コンクリート工事、建具工事、ブロック工
事

25 （有）釣屋電気

（代） 釣屋 嘉久

松戸市小金原2-2-31

(047) 344 - 4402 電気工事

自家用変電設備等

26 TCD（株）

熊谷 哲彦

27 デンキノアオキ

青木 威明

28 豊電気商会

佐藤 豊秋

29 中津産業（株）

（代） 木村 徹

松戸市二十世紀が丘中
(047) 701 - 5851 管工事
松町68-3ｼﾃｨﾏｳﾝﾄ202
松戸市松戸726-5クラフト
(047) 394 - 4506 電気工事
401

管工事（水道・排水）、水漏れ修理、器具交換、改
修修繕
事務所等の電気改修工事

松戸市胡録台1（中津ビ
ル）

配線改修工事やLED等のアレンジ、東電の申請が
必要な工事、太陽光発電、EVスタンド等
(047) 365 - 2537 建築一式工事 木工事、天井・壁・床の張替え、建具・畳交換、塗
装、防犯ガラス･鍵の取付交換

松戸市常盤平4-2-15

(047) 385 - 5886 電気工事

30 平野造園

平野 豊

松戸市上矢切1665

(047) 362 - 8252 造園工事

造園業全般（剪定、伐採等）

31 ＦＵＪＩ施工社

藤本 慎一

松戸市大橋520-11

(047) 392 - 2754 塗装工事

塗装工事全般（足場、左官、シーリング、防水、塗
装他）

32 平和店舗デザイン（株）

（代） 室橋 惟皓

松戸市緑ヶ丘1-19

(047) 365 - 3311 ガラス工事

ガラス工事、内装仕上げ工事

33 北新建設（株）

（代） 佐藤 雅典

松戸市西馬橋5-33

(047) 344 - 1714 大工工事

大工工事、建築全般

34 （株）マウ・ホーム

（代） 川満 敏和

松戸市大金平4-295-2

(047) 710 - 9801 建築一式工事 新築・戸建・マンションのリフォーム工事

35 （有）松戸サービス

（取） 髙嶋 伸介

松戸市根木内102-52

(047) 349 - 2719 管工事

36 （有）丸恵工業

（代） 石本 太志

松戸市大金平５－３５８－
(047) 344 - 4156 管工事
２１
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水道工事
給排水配管工事、集合住宅、学校等の雨水修理、
衛生機器交換
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名称
37 レザー修理工房 松戸
38 （株）安田設備
39 やすらぎ工房

代表者
皆川 政廣
（代） 安田 文貴

和田 守正

電話番号

住所

登録業種

主な業務内容

松戸市西馬橋蔵元町142 (047) 343 - 3702 内装仕上工事

革製品（ソファー、椅子、鞄、財布等の傷補修、色あ
せ等）、抗ウイルス・抗菌加工

松戸市紙敷１５１９－８

(047) 710 - 3792 管工事

配水管布設・整備工事

松戸市五香7-6-5

(047) 383 - 4828 大工工事

木工事、造作内装工事

40 （株）山﨑建匠

（代） 山﨑 宏治郎

松戸市栄町4-213-2

(047) 360 - 7845 建築一式工事 リフォーム工事（戸建、マンション）

41 （株）山野辺電設

（代） 山野辺 健次

松戸市八ヶ崎5-51-4

(047) 341 - 3525 電気工事

木造電気設備工事

松戸市東松戸4-4-6

(047) 392 - 1574 建具工事

アルミサッシ、建具工事

松戸市秋山29-16

(047) 701 - 5672 電気工事

一般屋内・屋外電気工事一式（電灯・動力設備・照
明設備・受変電設備・電気土木等）

松戸市小金原5-818

(047) 343 - 6303 大工工事

大工及びリフォーム業

42 湯浅建具店
43 優輝電匠
44 リフォームサイトウ

湯浅 義幸
（代） 髙橋 貴広

齋藤 忠孝
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