
（一社）鹿児島県建築協会 2015年12月現在

地区 事業所名 〒 所在地 ＴＥＬ

鹿児島 (一社)鹿児島県建築協会鹿児島支部 892-0853 鹿児島市城山町２番１３号 099-224-5220

鹿児島 (一社)鹿児島県建築協会北薩支部 899-2441 日置市伊集院町桑畑１番地　㈱重留建設内 099-273-1986

鹿児島 ㈱田川組 890-0054 鹿児島市荒田二丁目６番２０号 099-254-1081

鹿児島 ㈱上東建設 890-0056 鹿児島市下荒田一丁目９番１１号 099-252-6111

鹿児島 ㈱本田建設 899-2103 いちき串木野市大里３２４４番地 0996-36-2285

鹿児島 ㈱植村組 890-0008 鹿児島市伊敷五丁目９番８号 099-229-1111

鹿児島 ㈱栫建設 890-0008 鹿児島市伊敷七丁目９番６５号 099-218-3130

鹿児島 津曲工業㈱ 890-0008 鹿児島市伊敷一丁目３番２０号 099-220-1212

鹿児島 中建設㈱ 890-0008 鹿児島市伊敷四丁目１１番１１号 099-220-2504

鹿児島 弓場建設㈱ 890-0008 鹿児島市伊敷一丁目６番１２号 099-220-7850

鹿児島 ㈱山理建設 890-0014 鹿児島市草牟田二丁目４４番２号 099-223-3897

鹿児島 米盛建設㈱ 890-0014 鹿児島市草牟田二丁目２番７号 099-226-0228

鹿児島 ㈱下道組 890-0015 鹿児島市草牟田町１０番地２６ 099-226-1221

鹿児島 ㈱勝建設 890-0016 鹿児島市新照院町１９番１号 099-223-2271

鹿児島 ㈱江藤建設工業 890-0021 鹿児島市小野一丁目２０番６号 099-229-7500

鹿児島 牧迫建設㈱ 890-0021 鹿児島市小野一丁目１２番２号 099-220-7148

鹿児島 牧建設㈱ 890-0023 鹿児島市永吉一丁目６番１７号 099-252-1100

鹿児島 丸久建設㈱ 890-0023 鹿児島市永吉一丁目３４番２０号 099-254-6225

鹿児島 川上建設㈱ 890-0025 鹿児島市原良町１６２５‐１ 099-256-2811

鹿児島 千原建設㈱ 890-0031 鹿児島市武岡一丁目３８番地４ 099-281-8055

鹿児島 ㈱丸栄建設 890-0031 鹿児島市武岡二丁目９番６号 099-281-2515

鹿児島 ㈲福山建設 890-0032 鹿児島市西陵六丁目２５番５号 099-281-4764

鹿児島 海老沢建設㈱ 890-0034 鹿児島市田上一丁目２番１１号 099-256-5668

鹿児島 ㈱鹿大丸 890-0034 鹿児島市田上五丁目２３番１６号 099-296-7100

鹿児島 ㈱新栄建設 890-0034 鹿児島市田上七丁目２２番１６号 099-281-5858

鹿児島 ㈱須田建設工業 890-0034 鹿児島市田上二丁目３５番５号 099-257-9655

鹿児島 ㈱堀脇純建設 890-0034 鹿児島市田上二丁目１３番８号 099-255-2008

鹿児島 九州建設工業㈱ 890-0036 鹿児島市田上台四丁目３６番５号 099-264-6383

鹿児島 ㈱上塘組 890-0042 鹿児島市薬師二丁目５番１号 099-251-7211

鹿児島 竹下建設㈱ 890-0042 鹿児島市薬師一丁目１４番５号 099-254-1577

鹿児島 協和建設㈱ 890-0045 鹿児島市武一丁目１５番２４号 099-253-5277

鹿児島 ㈱渡辺組 890-0045 鹿児島市武二丁目４番１号 099-286-0800

鹿児島 ㈱内門工務店 890-0046 鹿児島市西田二丁目３番１号 099-251-0387

鹿児島 ㈱中山建設 890-0046 鹿児島市西田二丁目１４番３９号 099-253-1555

鹿児島 ㈱満塩建設 890-0046 鹿児島市西田二丁目１９番１２号 099-254-5852

鹿児島 ㈱川井田組 890-0052 鹿児島市上之園町２２番地１２ 099-251-2996

鹿児島 成尾建設㈱ 890-0052 鹿児島市上之園町１５番地６ 099-253-9191

鹿児島 南国殖産㈱ 890-0053 鹿児島市中央町１８番地１ 099-255-2111

鹿児島 大塚建設㈱ 890-0054 鹿児島市荒田一丁目１５番22号 099-255-5191

鹿児島 ㈱白川工務店 890-0054 鹿児島市荒田二丁目３８番５号 099-253-2411

鹿児島 ㈱深野木組 890-0054 鹿児島市荒田二丁目２８番１９号 099-251-1611
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鹿児島 ㈱吉見工務店 890-0054 鹿児島市荒田一丁目５０番１８号 099-254-2411

鹿児島 森建設㈱ 890-0055 鹿児島市上荒田町２９番２３号 099-256-0877

鹿児島 阿久根建設㈱ 890-0056 鹿児島市下荒田四丁目１６番５号 099-255-4161

鹿児島 ㈱中間建設 890-0056 鹿児島市下荒田四丁目１２番１８号 099-254-7052

鹿児島 ㈱盛洋建設 890-0056 鹿児島市下荒田三丁目３０番１８号 099-256-0698

鹿児島 ㈱一八建設 890-0063 鹿児島市鴨池一丁目５２番５号 099-255-0328

鹿児島 ㈲原田建設工業 890-0063 鹿児島市鴨池一丁目８番３号 099-250-8161

鹿児島 小牧建設㈱ 890-0065 鹿児島市郡元一丁目１番２号 099-812-6055

鹿児島 林建設㈱ 890-0066 鹿児島市真砂町２番１１号 099-254-8612

鹿児島 田畑建設㈱ 890-0067 鹿児島市真砂本町２４番８号 099-257-1125

鹿児島 ㈱岩田組 890-0069 鹿児島市南郡元町１８番８号 099-257-6566

鹿児島 ㈱前屋敷組 890-0072 鹿児島市新栄町１番１５号 099-255-6166

鹿児島 ㈱益田建設 890-0073 鹿児島市宇宿三丁目４９番６号 099-254-8391

鹿児島 水口建設㈱ 890-0073 鹿児島市宇宿三丁目２８番１５号 099-255-6600

鹿児島 ㈱森田建設 890-0073 鹿児島市宇宿六丁目１９番１号 099-264-1313

鹿児島 鹿動建設㈱ 890-0075 鹿児島市桜ヶ丘七丁目２１番８号 099-265-0808

鹿児島 ㈲隆月建設 890-0082 鹿児島市紫原六丁目４７番９号 099-253-1866

鹿児島 ㈱木落建設 891-0113 鹿児島市東谷山一丁目７２番２６号 099-806-2277

鹿児島 ㈱冨迫組 891-0113 鹿児島市東谷山四丁目１３番５号 099-268-3620

鹿児島 横村建設㈱ 891-0113 鹿児島市東谷山四丁目５番１１号 099-260-2608

鹿児島 ㈱久永建装 891-0115 鹿児島市東開町３番地７ 099-268-3191

鹿児島 ㈱Ｍｉｓｕｍｉ 891-0123 鹿児島市卸本町７番地２０ 099-210-7900

鹿児島 ㈲木之下工務店 891-0133 鹿児島市平川町２５９番地２ 099-261-2592

鹿児島 ㈲鳥丸工務店 891-0144 鹿児島市下福元町７１２０番地 099-261-8046

鹿児島 ㈲宮里工務店 891-0144 鹿児島市下福元町３３４９番地２ 099-268-8137

鹿児島 ㈱イシタケ 891-1102 鹿児島市東俣町１７６番地１ 099-298-8201

鹿児島 第一建設㈱ 892-0811 鹿児島市玉里団地三丁目２３番１２号 099-220-3151

鹿児島 内村建設㈱ 892-0818 鹿児島市上本町２番１２号 099-222-0116

鹿児島 ㈱堀之内工務店 892-0818 鹿児島市上本町４番２７号 099-222-9281

鹿児島 ㈱新生組 892-0827 鹿児島市中町１１番２号 099-223-7451

鹿児島 増森建設工業㈱ 892-0833 鹿児島市松原町９番１号 099-222-5821

鹿児島 上山建設㈱ 892-0834 鹿児島市南林寺町２１番１６号 099-226-2323

鹿児島 中央建設㈱ 892-0836 鹿児島市錦江町９番２５号 099-223-7411

鹿児島 ㈱迫田建設 892-0845 鹿児島市樋之口町９番２４号 099-225-3777

鹿児島 ㈲鹿宮 892-0846 鹿児島市草牟田二丁目１６番４号宮原ビル６階 099-227-5277

鹿児島 萩原建設㈱ 892-0846 鹿児島市加治屋町１６番地１９ 099-222-8941

鹿児島 坂本建設㈱ 892-0847 鹿児島市西千石町３番１０号 099-224-7111

鹿児島 ㈱鶴留建設 892-0848 鹿児島市平之町１２番８号 099-225-4888

鹿児島 南生建設㈱ 892-0848 鹿児島市平之町８番１３号 099-223-8388

鹿児島 ㈱前田組 892-0848 鹿児島市平之町７番１７号 099-222-6111

鹿児島 市成建設㈱ 892-0871 鹿児島市吉野町２４８３番地４ 099-244-4780

鹿児島 三和建設㈱ 892-0871 鹿児島市吉野町３２１６番地１５４ 099-243-2210

鹿児島 ㈱中森進建設 892-0871 鹿児島市吉野町６２４４番地２０ 099-243-1250
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鹿児島 川﨑産業㈱ 896-0016 いちき串木野市桜町１１２番地 0996-32-2726

鹿児島 ㈱重留建設 899-2441 日置市伊集院町桑畑１番地 099-273-1986

鹿児島 ㈱久保工務店 899-2504 日置市伊集院町郡二丁目５６番地 099-273-1131

鹿児島 ㈱東宝建設 899-2704 鹿児島市春山町２７３１の２ 099-278-2748

鹿児島 ㈲上四元工務店 899-2708 鹿児島市四元町８３９番地１ 099-278-5121

南薩 (一社)鹿児島県建築協会南薩支部 897-0215 指宿市大牟礼一丁目２４番２３号　興南建設㈱内 0993-22-3527

南薩 ㈲セイコウ建設 897-0215 南九州市川辺町平山３４５３番地 0993-56-5201

南薩 マル川建設㈱ 897-0224 南九州市川辺町本別府２５２２番地１ 0993-56-1348

南薩 ㈱堀之内商会 891-0311 指宿市西方２１６５番地 0993-25-3122

南薩 ㈱川路建設 891-0312 指宿市池田３１７６番地３ 0993-26-2077

南薩 興南建設㈱ 891-0401 指宿市大牟礼一丁目２４番２３号 0993-22-3527

南薩 迫田建設㈱ 891-0402 指宿市十町２８０３番地１ 0993-22-3326

南薩 指宿湊建設㈱ 891-0405 指宿市湊四丁目１５番１１号 0993-22-2075

南薩 東建設㈱ 891-0705 南九州市頴娃町上別府６５１２番 0993-39-1121

南薩 ㈱有村工務店 897-0002 南さつま市加世田武田１５４１６番地９ 0993-53-7755

南薩 ㈱大成寺工務店 897-0215 南九州市川辺町平山３１１８番地 0993-56-1198

南薩 ㈱堀之内建設 897-0302 南九州市知覧町郡５４１４番地１ 0993-83-2141

南薩 ㈱桐原建設 897-1121 南さつま市加世田唐仁原８２１番地３ 0993-53-4341

南薩 長野建設㈱ 898-0017 枕崎市住吉町２０番地 0993-72-1345

南薩 ㈱今給黎建設 898-0054 枕崎市鹿篭麓町１５８番地 0993-72-6111

北薩 ㈱田代組 895-0041 薩摩川内市隇之城町１８６５番地 0996-22-6163

北薩 ㈱吉満組 895-0041 薩摩川内市隇之城町２０８５番地 0996-22-3930

北薩 ㈱橋口組 895-0055 薩摩川内市西開聞町１５番１１号 0996-25-3121

北薩 ㈲桑原組 895-0061 薩摩川内市御陵下町５５９２番地 0996-22-6464

北薩 ㈱中池組 895-0064 薩摩川内市花木町７番１１号 0996-22-3451

北薩 太陽建設㈱ 895-0067 薩摩川内市上川内町３３０７番地-１ 0996-25-3411

北薩 ㈱宇都組 895-0076 薩摩川内市大小路町８０番８号 0996-23-4668

北薩 ㈱内野組 895-0213 薩摩川内市城上町４３６７ 0996-30-2516

北薩 ㈱末廣組 895-1401 薩摩川内市入来町副田５５２８番地 0996-44-2048

北薩 ㈱田島組 895-1401 薩摩川内市入来町副田２１８６番地２ 0996-44-3144

北薩 ㈱宮内建設 896-1204 薩摩川内市上甑町小島２番地 09969-2-0280

北薩 中野建設㈱ 896-1411 薩摩川内市下甑町長浜９０６番地 09969-5-0191

北薩 ㈱井島建設 899-0121 出水市米ノ津町４０番３号 0996-67-1106

北薩 ㈱田頭建設 899-0202 出水市昭和町４９番２１号 0996-62-0643

北薩 ㈱道添建設 899-0202 出水市昭和町１７番１３号 0996-62-3833

北薩 岡田建設㈱ 899-0217 出水市平和町１４４６番地 0996-63-4575

北薩 ㈱鹿越 899-1922 薩摩川内市小倉町４２０番地１ 0996-22-2197

姶良伊佐 (一社)鹿児島県建築協会姶良伊佐支部 899-6404 霧島市溝辺町麓５１３番地１　末重建設㈱ 0995-58-2004

姶良伊佐 安田建設工業㈱ 899-4304 霧島市国分清水三丁目２６番５号 0995-45-7778

姶良伊佐 徳田建設㈱ 899-4305 霧島市国分郡田５８４番地 0995-46-0520

姶良伊佐 坊地建設㈲ 899-4315 霧島市国分湊３４５番地イ 0995-45-0349

姶良伊佐 ㈱新町組 899-4351 霧島市国分新町二丁目１５番５号 0995-45-1255

姶良伊佐 南建設㈱ 899-4351 霧島市国分新町一丁目４番５５号 0995-45-1013
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姶良伊佐 鎌田建設㈱ 899-4462 霧島市国分敷根１４１番地 0995-46-3000

姶良伊佐 ㈲有村建設 899-4501 霧島市福山町福山４７２１番地 0995-56-2239

姶良伊佐 今村建設㈱ 899-4501 霧島市福山町福山５２９０番地１６ 0995-56-2155

姶良伊佐 ㈱津田和建設 899-5112 霧島市隼人町松永３２８２番地４ 0995-42-1238

姶良伊佐 ㈱末広 899-5114 霧島市隼人町西光寺１０番地 0995-42-0654

姶良伊佐 ㈱川原建設 899-5115 霧島市隼人町東郷１０１０番地 0995-42-0419

姶良伊佐 ㈱佐々木組 899-5115 霧島市隼人町東郷１１１６番地 0995-42-0053

姶良伊佐 秋窪建設㈱ 899-5117 霧島市隼人町見次２７０番地 0995-42-1138

姶良伊佐 曽山建設㈱ 899-5121 霧島市隼人町神宮三丁目１番２６号 0995-42-2669

姶良伊佐 大英建設㈱ 899-5203 姶良市加治木町小山田５９７３ 0995-63-3311

姶良伊佐 親和建設㈱ 899-5215 姶良市加治木町本町３１８番地 0995-63-2611

姶良伊佐 福永建設㈱ 899-5231 姶良市加治木町反土１６番地３５ 0995-63-0400

姶良伊佐 丸岡建設㈱ 899-5421 姶良市東餅田１７６８番地１ 0995-65-2077

姶良伊佐 田上建設㈱ 899-6303 霧島市横川町中ノ１３８３番地 0995-72-0123

姶良伊佐 末重建設㈱ 899-6404 霧島市溝辺町麓５１３番地１ 0995-58-2004

姶良伊佐 ヤマグチ㈱ 899-6507 霧島市牧園町宿窪田１９６０番地 0995-76-0011

姶良伊佐 ㈱堀之内建設 899-6603 霧島市牧園町高千穂３８６４番地 0995-78-2205

伊佐 ㈱富士建設 895-2631 伊佐市大口小木原９５４番地３ 0995-22-0668

伊佐 松永工業㈱ 895-2631 伊佐市大口小木原３６２番地 0995-22-0059

大隅 (一社)鹿児島県建築協会鹿屋支部 893-0037 鹿屋市田崎町２２１４番地　斉藤建設㈱内 0994-44-8823

大隅 (一社)鹿児島県建築協会曽於支部 899-8102 曽於市大隅町岩川５６６２番地 0994-44-8823

大隅 ㈱秀建設 891-2104 垂水市田神２５９９番地 0994-44-8823

大隅 豊明建設㈱ 893-0005 鹿屋市共栄町１６番４号 0994-44-8823

大隅 ㈱橋口建設 893-0012 鹿屋市王子町４４５７番地 0994-44-8823

大隅 上谷田建設㈱ 893-0014 鹿屋市寿二丁目１４番３５号 0994-44-8823

大隅 小島工務店㈱ 893-0014 鹿屋市寿八丁目１３番３０号 0994-44-8823

大隅 ㈱三栄ハウジング 893-0014 鹿屋市寿八丁目９番３号 0994-44-8823

大隅 三光建設㈱ 893-0014 鹿屋市寿八丁目２０番２０号 0994-44-8823

大隅 ㈱吉留住設 893-0014 鹿屋市寿二丁目３３７０番地２ 0994-44-8823

大隅 ㈱上之段建設 893-0021 鹿屋市東原町２８３６番地１ 0994-44-8823

大隅 大丸建設㈱ 893-0031 鹿屋市川東町７２０４番地６ 0994-44-8823

大隅 福元昭建設㈱ 893-0032 鹿屋市川西町４４４３番地１ 0994-44-8823

大隅 秋岡ハウジング㈲ 893-0037 鹿屋市田崎町２１８１番地２ 0994-44-8823

大隅 斉藤建設㈱ 893-0037 鹿屋市田崎町２２１４番地 0994-44-8823

大隅 ㈱黒松製材建設 893-0045 鹿屋市田淵町１５１番地 0994-44-8823

大隅 栄高建設㈱ 893-0064 鹿屋市西原一丁目３３番１４号 0994-44-8823

大隅 ㈲マルタ建設 893-0067 鹿屋市大浦町１４０６２番地４ 0994-44-8823

大隅 ㈱森建設 893-0201 鹿屋市輝北町上百引３８４７番地２ 0994-44-8823

大隅 山佐産業㈱ 893-1298 肝属郡肝付町前田９７２番地 0994-44-8823

大隅 国基建設㈱ 893-1602 鹿屋市串良町有里３１３０番地 0994-44-8823

大隅 ㈱前野建設 893-1605 鹿屋市串良町上小原２４５１番地１ 0994-44-8823

大隅 ㈱桑原組 893-2302 肝属郡錦江町城元５２０番地１ 0994-44-8823

大隅 ㈱瀬戸山組 893-2601 肝属郡南大隅町佐多伊座敷３３１６番地 0994-44-8823
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大隅 ㈱山田建設 899-4101 曽於市財部町南俣４３８０番地１ 0994-44-8823

大隅 米満建設㈱ 899-4102 曽於市財部町北俣１８６５番地５ 0994-44-8823

大隅 ㈱内山組 899-7103 志布志市志布志町志布志２６３８番地 0994-44-8823

大隅 ㈱共栄開発 899-7104 志布志市有明町伊﨑田５０４１番地 0994-44-8823

大隅 ㈱有馬工務店 899-7301 曽於郡大崎町菱田２５４３番地２ 0994-44-8823

大隅 久徳建設㈱ 899-7302 曽於郡大崎町神領２１５６番地１ 0994-44-8823

大隅 ㈱南建設 899-7402 志布志市有明町野井倉５１７６ 0994-44-8823

大隅 ㈱大迫建設 899-7601 志布志市松山町新橋５７７８番地１ 0994-44-8823

大隅 ㈱川原田工務店 899-8102 曽於市大隅町岩川５５０４番地１ 0994-44-8823

大隅 ㈱坂口建設 899-8103 曽於市大隅町中之内８９４１番地の１ 0994-44-8823

大隅 ㈱村岡工務店 899-8313 曽於郡大崎町野方４６４７番地 0994-44-8823

大隅 川畑建設㈱ 899-8605 曽於市末吉町二之方６０３６番地 0994-44-8823

熊毛 (一社)鹿児島県建築協会種子島支部 891-3101 西之表市西之表１６６２７番地の２ 09972-2-0913

熊毛 ㈲芝建設 891-3101 西之表市西之表７７２３番地 0997-22-0995

熊毛 久永建設㈱ 891-3101 西之表市西之表７４７０番地１ 0997-22-0963

熊毛 ㈱日髙工務店 891-3604 熊毛郡中種子町野間５１２２番地８ 0997-27-0304

熊毛 ㈲中畠組 891-3701 熊毛郡南種子町中之上２４９５番地４ 0997-26-1031

屋久島 ㈱時吉組 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田３２４番地１ 0997-43-5311

大島 (一社)鹿児島県建築協会奄美支部 894-0036 奄美市名瀬長浜町１９番１５号　㈱松元組内 0997-52-1343

大島 ㈱阿野建設 891-9301 大島郡与論町茶花１６２０番地 0997-97-2123

大島 ㈱ストーク 894-0005 奄美市名瀬佐大熊町２２８５番地２ 0997-52-2939

大島 ㈱有田組 894-0006 奄美市名瀬小浜町１０番１３号 0997-52-1564

大島 伊藤建設㈱ 894-0035 奄美市名瀬塩浜町１７番３号 0997-52-0624

大島 川口建設㈱ 894-0036 奄美市名瀬長浜町１４番１５号 0997-52-7595

大島 ㈱松元組 894-0036 奄美市名瀬長浜町１９番１５号 0997-52-1343

大島 ㈲政建設 894-0046 奄美市名瀬大字小宿５番地 0997-54-8027

大島 吉田建設㈱ 894-0062 奄美市名瀬有屋町１３番地８ 0997-52-1377

徳之島 ㈱富建設 891-7101 大島郡徳之島町亀津２９６０番地 0997-83-0106
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