
令和３・４年度植栽管理業務入札参加資格者一覧
令和5年1月7日時点

番
号

業者番号 管内 商号又は名称 住所 郵便番号 電話番号 ＦＡＸ番号 代表者役職 代表者氏名

1 A31000005 鳥取 株式会社渡辺造園 鳥取県鳥取市吉成南町１－２５－２９ 〒680-0871 0857-53-2260 0857-53-0459 代表取締役 渡辺　啓二
2 A31003318 日野 サワタ建設株式会社 鳥取県日野郡日南町丸山３４０－１ 〒689-5213 0859-82-0335 0859-82-0471 代表取締役 澤田　信介
3 A31005354 中部 有限会社かどわき庭園石材 鳥取県東伯郡琴浦町浦安９３ 〒689-2352 0858-53-1112 0858-53-1158 代表取締役 加登脇　裕智
4 A00000786 米子 美保テクノス株式会社 鳥取県米子市昭和町２５ 〒683-0037 0859-33-9211 0859-35-2672 代表取締役社長 野津　健市
5 A31004592 鳥取 有限会社有田造園土木 鳥取県鳥取市下砂見北田３５１ 〒680-1154 0857-55-0425 0857-55-0272 代表取締役 有田　勉
6 A31002955 日野 有限会社大柄組 鳥取県日野郡日南町矢戸１２０６－１ 〒689-5215 0859-82-0328 0859-82-0700 代表取締役 大柄　司
7 A31004424 中部 有限会社平昭栽園 鳥取県東伯郡三朝町山田７２３－３ 〒682-0122 0858-43-1259 0858-43-2872 代表取締役 平　浩一
8 A31004741 中部 有限会社福瀬造園 鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷１０１ 〒689-0729 0858-32-0198 0858-32-1949 代表取締役 福瀬　善夫
9 A31005838 中部 有限会社土海建設 鳥取県東伯郡湯梨浜町埴見９２－１ 〒689-0734 0858-32-0794 0858-32-1022 代表取締役 土海　博之

10 A31003040 中部 有限会社緑清園 鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津４２７－１ 〒689-0706 0858-32-2209 0858-32-2229 代表取締役 清水　雅人
11 A31005256 中部 有限会社大田金松園 鳥取県倉吉市下福田３７３ 〒682-0643 0858-28-2635 0858-28-3346 代表取締役 大田　千賀代
12 A31005343 鳥取 株式会社グリーン企画浜本 鳥取県鳥取市浜坂２８８－１ 〒680-0001 0857-21-5311 0857-21-5335 代表取締役 浜本　純一
13 A31004927 中部 有限会社若建設工業 鳥取県倉吉市上福田８２０ 〒682-0642 0858-48-2230 0858-48-2231 代表取締役 若原　麻記
14 A31004085  米子  株式会社ミテック  鳥取県米子市吉谷２１７  〒683-0024 0859-26-5200 0859-26-2686  代表取締役  三村　秀紀
15 A31003544 中部 有限会社辰巳園 鳥取県倉吉市和田３０９ 〒682-0912 0858-22-3892 0858-22-1586 代表取締役 加藤　洋巳
16 A31005582 米子 椿造園 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１９０３－２ 〒689-4121 0859-68-3160 0859-68-3362 代表者 椿　孝夫
17 A31000927 米子 有限会社石倉建設 鳥取県米子市長砂町９３５－２ 〒683-0033 0859-22-7933 0859-22-7960 代表取締役 石倉　悟
18 A31005144 鳥取 有限会社徳田造園 鳥取県鳥取市国府町奥谷１－２２３ 〒680-8063 0857-24-0278 0857-21-7662 代表取締役 徳田　康一
19 A31006925 米子 株式会社タカハシ工業 鳥取県米子市彦名町４２２１－９ 〒683-0854 0859-57-2618 0859-57-3140 代表取締役 髙橋　道隆
20 A31005263 米子 株式会社渡部庭園 鳥取県西伯郡伯耆町大殿１２１８－９ 〒689-4121 0859-68-2175 0859-68-2175 代表取締役 渡部　豪
21 B32008914 県外 株式会社もちだ園芸 島根県出雲市渡橋町３９８ 〒693-0004 0853-21-2051 0853-21-5452 代表取締役 持田　正樹
22 A31004596 中部 石亀芳樹園 鳥取県倉吉市上福田５７９－２ 〒682-0642 0858-28-3232 0858-28-4952 代表者 石亀　晶子
23 A31006853 鳥取 株式会社グリーンテクノクリエイト 鳥取県鳥取市湖山町北２－５４２ 〒680-0941 0857-30-5576 0857-30-5578 代表取締役 大塚　清隆
24 A31001815 鳥取 株式会社谷尾樹楽園 鳥取県鳥取市杉崎４７０－１ 〒689-1101 0857-51-8712 0857-51-8720 代表取締役 谷尾　壽嗣
25 A31003079 鳥取 有限会社東葉緑化園 鳥取県鳥取市上味野８－６ 〒680-1167 0857-53-4569 0857-53-1939 代表取締役 上嶋　典男
26 A31004040 鳥取 有限会社岡本緑化 鳥取県鳥取市叶２３６ 〒680-0874 0857-53-0910 - 代表取締役 岡本　善博
27 A31002642 八頭 株式会社谷口工務店 鳥取県八頭郡智頭町南方１１２８－２１ 〒689-1403 0858-75-0254 0858-75-0286 代表取締役 谷口　洋一
28 A31004968 米子 有限会社浅中錦松園 鳥取県米子市淀江町西原７７７ 〒689-3403 0859-56-2019 0859-56-2329 代表取締役 浅中　茂
29 A31002438 鳥取 株式会社鳥取グリーン 鳥取県鳥取市湖山町南２－５１５ 〒680-0945 0857-28-5090 0857-28-5081 代表取締役 田中　和夫
30 A31003744 中部 奥田建設有限会社 鳥取県倉吉市秋喜９０ 〒682-0925 0858-28-3911 0858-28-3912 代表取締役 奥田　亮介
31 A31002608 米子 株式会社ナガトウ建設 鳥取県米子市米原８－４－２７ 〒683-0804 0859-32-6666 0859-32-8855 代表取締役 永東　大介
32 A31006354 中部 株式会社いとう緑化 鳥取県東伯郡北栄町東園７４１－３５ 〒689-2202 0858-37-2907 0858-37-2907 代表取締役 伊藤　幸二
33 A31004111 米子 コーワ建設有限会社 鳥取県境港市高松町１２２３ 〒684-0045 0859-45-4122 0859-45-4744 代表取締役 阿部　充
34 A31005179 米子 有限会社林原工業 鳥取県西伯郡大山町唐王６７１ 〒689-3333 0859-53-3630 0859-53-5630 代表取締役 林原　忠和
35 A31003142 鳥取 株式会社庭久松 鳥取県鳥取市高住１１２－２ 〒680-1416 0857-51-0207 0857-51-0209 代表取締役 前田　昭一
36 A31004769 鳥取 有限会社片山庭園 鳥取県鳥取市気高町上光４３０ 〒689-0214 0857-82-1461 0857-82-2280 代表取締役 片山　俊彦
37 A31005613 米子 有限会社内藤造園 鳥取県米子市上福原１３０４－１５ 〒683-0004 0859-22-7711 0859-22-7711 代表取締役 内藤　龍夫
38 A31007033 米子 株式会社トリミング 鳥取県境港市渡町１４50-１ 〒684-0072 0859-21-5395 0859-21-5495 代表者 曽我　高広
39 A31002555 鳥取 株式会社田中造園土木 鳥取県鳥取市国府町宮下１１３０ 〒680-0151 0857-24-0476 0857-29-2540 代表取締役 田中　静雄
40 A31000740 日野 中村建設有限会社 鳥取県日野郡日野町根雨４０８－２ 〒689-4503 0859-72-0016 0859-72-1718 取締役 中村　大輔
41 A31003176 米子 株式会社内藤庭園 鳥取県米子市皆生温泉２－１１－１７ 〒683-0001 0859-33-1920 0859-33-1920 代表取締役 内藤　友治
42 B32006857 県外 有限会社足立農園 島根県松江市石橋町１８４ 〒690-0881 0852-21-1196 0852-21-1358 代表取締役 足立　洋
43 A31002574 日野 株式会社稲田組 鳥取県日野郡日野町高尾２３８ 〒689-4511 0859-72-1245 0859-72-1266 代表取締役 稲田　耕
44 A31007372 八頭 谷本造園 鳥取県八頭郡八頭町船岡８６９ 〒680-0471 0858-72-2506 0858-72-2506 代表者 谷本　喜美
45 A31004265 鳥取 株式会社三創グリーン 鳥取県鳥取市新９３－２１ 〒680-0861 0857-26-4166 0857-23-5166 代表取締役 池本　義隆
46 A31001244 米子 有限会社米子造園 鳥取県米子市夜見町３０８３－３ 〒683-0851 0859-29-2194 0859-29-2807 代表取締役 浅中　靖正
47 A31001839 米子 河崎植木園 鳥取県米子市河崎１７１－４ 〒683-0852 0859-29-0965 0859-24-2910 代表者 門脇　敏夫
48 A31003189 日野 有限会社岡田建設 鳥取県日野郡日南町生山１１－１ 〒689-5211 0859-82-0059 0859-82-1270 代表取締役 岡田　浩徳
49 A31004773 鳥取 有限会社川本造園 鳥取県鳥取市鹿野町今市２３２－１ 〒689-0425 0857-84-3911 0857-84-3927 代表取締役 川本　弘由
50 A31004880 鳥取 有限会社ハクスイ環境 鳥取県鳥取市鹿野町今市８７７ 〒689-0425 0857-84-2588 0857-84-2507 代表取締役 森山　茂尚
51 A31007030 鳥取 株式会社鳥取空港ビルサービス 鳥取県鳥取市湖山町西４－１１０－５ 〒680-0947 0857-28-4381 0857-28-4333 代表取締役社長 寺坂　光昭
52 A31005777 鳥取 有限会社坂口造園 鳥取県鳥取市東大路１６５ 〒689-1105 0857-32-6554 0857-53-3403 代表取締役 岡﨑　義忠
53 A31005758 米子 株式会社みたこ土建 鳥取県米子市八幡４８６－１ 〒683-0012 0859-39-7173 0859-39-7175 代表取締役 美田　耕一郎
54 A31004954 鳥取 株式会社雪松 鳥取県岩美郡岩美町大谷１９０２ 〒681-0073 0857-73-0467 0857-73-0467 代表取締役 田中　公照
55 A31001406  米子  株式会社大山緑化建設  鳥取県西伯郡大山町国信７４６－６  〒689-3309 0859-53-3173 0859-53-3152  代表取締役  小掠　賢志
56 A31003798 中部 西日本産商株式会社 鳥取県東伯郡北栄町北条島７０３ 〒689-2112 0858-36-3611 0858-36-3612 代表取締役 日置　公輔
57 A31002784 米子 有限会社小倉興産 鳥取県西伯郡大山町御来屋１５６－３ 〒689-3211 0859-54-2028 0859-54-4833 代表取締役 小倉　将利
58 A31001825 米子 山陰緑化建設株式会社 鳥取県米子市陰田町６５７－１８ 〒683-0027 0859-33-0655 0859-32-6080 代表取締役 西谷　勝之
59 A31003993 米子 平井工業株式会社 鳥取県米子市河岡９５４－１ 〒689-3521 0859-27-1655 0859-27-2610 代表取締役 平井　圭一
60 A31002911 米子 有限会社環建 鳥取県境港市中野町１８００－１ 〒684-0041 0859-44-6868 0859-44-2434 代表取締役 渡邉　昇
61 A31007160 米子 株式会社Ｊｏｙ　Ｇａｒｄｅｎ 鳥取県米子市角盤町３－９４ 〒683-0812 0859-21-7437 0859-21-7437 代表者 山本　優
62 A31001704 米子 舩越建設株式会社 鳥取県西伯郡大山町押平７６３－１ 〒689-3225 0859-54-2509 0859-54-2514 代表取締役 舩越　秀志
63 B00006329 県外 有限会社造園土木植清園 大阪府守口市八島町１２－３ 〒570-0095 06-6991-2813 06-6992-9527 代表取締役 大塚　保
64 A00007494 中部 株式会社チュウブ 鳥取県東伯郡琴浦町逢束１０６１－６ 〒689-2304 0858-53-1771 0858-53-2193 代表取締役社長 小柴　雅央
65 A31004472 米子 有限会社グリーンアート 鳥取県境港市渡町１９５９－１ 〒684-0072 0859-45-2386 0858-45-2384 代表取締役 木下　邦治
66 A31006649 米子 環境緑地株式会社 鳥取県境港市西工業団地６７－２ 〒684-0075 0859-47-0247 0859-47-0370 代表取締役 野村　歩
67 A31001607 中部 有限会社中本産業 鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷４５０－１ 〒682-0704 0858-35-2994 0858-35-2259 代表取締役 中本　紀昭
68 A31005647 中部 有限会社森下グリーン 鳥取県倉吉市井手畑１６７－２ 〒682-0006 0858-27-4522 0858-27-4523 代表取締役 森下　弘正


