
会　社　概　要

　　　有限会社  アサヒ重設



会 社 名 代 表 者 名

本 社 所 在 地

電 話 ／ Ｆ Ａ Ｘ メールアドレス

大 阪 営 業 所 　〒547-0014　　大阪府大阪市平野区長吉川辺３丁目８番１２号

電 話 ／ Ｆ Ａ Ｘ メールアドレス

設立 資本金

事 業 内 容

建設業
許可番号

京都府

大阪府

奈良県

滋賀県

兵庫県

平成8年7月21日 5,000,000円

　平成30年7月31日から
　平成34年1月18日まで

　機械器具設置工事業    　とび・土工工事業
　　　京都府知事　許可 ( 般-1) 　第 31886 号

　令和元年10月28日から
　令和6年  10月27日まで

第　02900132639　号

075-572-3685　／　075-572-3713

会　社　概　要

asahijyusetsu@osaka.email.ne.jp

asahijyusetsu@kyoto.email.ne.jp

　〒607-8235　　京都府京都市山科区勧修寺南大日12番地10

　
　機械器具設置工事業  /　とび・土工工事業  /  倉庫業　/派遣業
　　　重量物・空調機器　搬入据付・解体工事
　　　発電機・諸機器　　 搬入据付・解体工事
　
　　　石綿障害予防 （ アスベスト ） 撤去工事
　　　機器設備アンカー打設工事
　　　工場機器レイアウト工事
　　　足場組立/解体工事
　　　プラント工及びメンテナンス工事
　　　産業廃棄物収集運搬業 ( 京都府・大阪府・奈良県・滋賀県・兵庫県 )

　　　搬入計画書作成 （ ＣＡＤ ）
　　　道路使用許可申請
　
　

06-6700-1345　／　06-6700-1346

代表取締役　　天保　伸悟有限会社 アサヒ重設

第　02803132639　号
　平成31年4月14日から
　令和  6年4月13日まで

産業廃棄物
収集運搬
許可番号

※電子マニフェスト
対応

第　02700132639　号

第　02600132639　号

第　02501132639　号

　平成30年5月22日から
　平成35年5月21日まで

　平成30年7月16日から
　平成35年7月15日まで

　平成30年8月21日から
　平成35年8月20日まで

mailto:asahijyusetsu@kyoto.email.ne.jp
mailto:asahijyusetsu@osaka.email.ne.jp
mailto:asahijyusetsu@osaka.email.ne.jp
mailto:asahijyusetsu@kyoto.email.ne.jp


沿 革

　平成8年7月21日
　平成16年8月3日
　平成22年6月1日
　平成23年6月1日
　平成26年5月12日

所 有 車

　
　4ｔ車
　3ｔ車
　3ｔ車
　2ｔ車
　ハイエース
　ライトバン
  軽自動車
　フォークリフト
　階段昇降機械
  カニクレーン

　代表取締役 　天保　伸悟

　専務取締役 　門上　秀久

　常務取締役 　中村　三尊

従業員 　男 （ 11名 ）　　 　女 （ 5 名 ）　計　16　名

取引先様

取引銀行

労働保険 労働保険番号

　京都信用金庫        ( 山科支店 ）
　京都銀行              （ 六地蔵支店 ）

　浦安工業株式会社
　オークラエンジニアリング株式会社
　影近設備工業株式会社
　三協エンジニアリング株式会社
　新日本工機株式会社
  株式会社　精研
　ダイダン株式会社
　株式会社　高布
　日本空調サービス株式会社
　三輪運輸工業株式会社
　他社　５０社　 (五十音順）

京都労働局 26302308799000

役　　員

　2 台　（ ユニック　）
　2 台　（ ユニック　）
　１ 台
　１ 台
　2 台
　3 台
　2 台
　2 台
　１ 台
　1 台

会　社　概　要

　
  設立
　法人成り
　現住所に移設
　設立
  現住所に移設

アサヒ重機設備工業所
有限会社アサヒ重設
有限会社アサヒ重設
有限会社アサヒ重設　大阪営業所
有限会社アサヒ重設　大阪営業所



地　域 工　期 地　域 工　期

滋賀県 Ｈ24．9月 京都府 Ｈ28．2月

京都府 Ｈ24．11月 京都府 Ｈ28．10月

大阪府 Ｈ24．12月 京都府 Ｈ29．1月

京都府 Ｈ25．3月 京都府 Ｈ29．3月

大阪府 Ｈ25．7月 奈良県 Ｈ29．7月

大阪府 Ｈ26．2月 京都府 Ｈ29．12月

大阪府 Ｈ26．5月 京都府 Ｈ30．2月

兵庫県 Ｈ27．7月 大阪府 Ｈ30．4月

京都府 Ｈ27．9月 兵庫県 Ｈ30．6月

京都府 Ｈ27．11月 三重県 Ｈ30．8月

岡山県 Ｈ28．1月 大阪府 H31．2月

大阪府 Ｈ28．1月 滋賀県 現在に至

地　域 工　期 地　域 工　期

京都府 Ｈ23．3月 奈良県 Ｈ23．9月

滋賀県 Ｈ23．8月 奈良県 Ｈ23．9月

滋賀県 Ｈ23．8月 京都府 Ｈ24．3月

大阪府 Ｈ23．11月 京都府 Ｈ24．11月

大阪府 Ｈ24．12月 京都府 Ｈ25．1月

兵庫県 Ｈ25．3月 千葉県 Ｈ25．5月

愛媛県 Ｈ25．3月 京都府 Ｈ26．3月

京都府 Ｈ26．6月 滋賀県 Ｈ27．8月

大阪府 Ｈ27．3月 千葉県 Ｈ27．9月

大阪府 Ｈ29．4月 京都府 Ｈ29．9月

滋賀県 Ｈ30．2月 愛知県 H31. .2月

大阪府 R2．1月 新潟県 R1．12月

地　域 工　期

滋賀県 Ｈ23．7月

大阪府 Ｈ24．3月

兵庫県 Ｈ24．4月

滋賀県 Ｈ24．5月

兵庫県 Ｈ24．10月

大阪府 Ｈ25．2月

愛知県 Ｈ25．7月

愛知県 Ｈ26．4月

大阪府 Ｈ27．3月

京都府 Ｈ30．4月

京都府 H31．7月

住友ゴム工業㈱　本社工場

三井製糖㈱　神戸工場

関西アーバン銀行　栗東西支店

㈱キョウデン　泉大津工場

昭栄ケミカル　半田工場

新日本工機㈱　信太山工場

東芝四日市工場

四国がんセンター

現　場　名

㈱クボタ　堺製造所

ＮＥＣライティング㈱　水口工場

ユニバーサルスタジオジャパン

JFE　京浜工場信太山工場

折居清掃工場

工場機器　レイアウト工事

東芝四日市工場

ＮＴＴデータ堂島ビル 有沢製作所

新日本理化㈱ＯＮＹ　北ヤード

パナソニック㈱大阪大学医学部

三井造船㈱住友金属工業㈱　尼崎工場

鳥羽浄水場

王子エフテック丹後中央病院

さくらリサイクルセンター大津板紙㈱

現　場　名 現　場　名

京都市小学校大津地方合同庁舎

発電機・諸機器　搬入／据付／解体工事 プラント工事／メンテナンス工事

倉敷市児島支所

大阪プール

生駒清掃センター総本山知恩院親和順会館

大阪城公園内音楽堂

京セラ㈱　野洲工場

龍谷大学　大宮キャンパス

東部合同庁舎 宮津阪急ビル

大阪市交通局　天王寺駅停留所

三宮熱供給センター城陽中学校

加古川市民病院

村田製作所本社ビル

トーカイ京都 伊賀市庁舎

滋賀県労働総合庁舎

ＵＣＣ上島珈琲㈱　愛知川工場 京都医療

天王寺駅

豊中第一中学校

京セラ㈱　綾部工場 鳥羽水環境保全センター

工　事　経　歴　書

現　場　名 現　場　名

重量物・空調機器　搬入／据付／解体工事

島津製作所

洛西ポンプ場 寝屋川ゴミ処理場

樫原市八木駅南市有地活用

大阪府警察学校 京都市地下鉄四条駅



地　域 工　期 地　域 工　期

京都府 Ｈ23．3月 兵庫県 Ｈ24．9月

大阪府 Ｈ23．6月 愛知県 Ｈ24．１1月

滋賀県 Ｈ24．7月 大阪府 Ｈ24．１2月

大阪府 Ｈ24．7月 兵庫県 Ｈ25．4月

奈良県 Ｈ２4．12月 兵庫県 Ｈ25．5月

奈良県 Ｈ25．1月 兵庫県 Ｈ24．9月

滋賀県 Ｈ25．4月 愛知県 Ｈ24．１1月

京都府 Ｈ25．11月 大阪府 Ｈ24．１2月

京都府 Ｈ25．5月 兵庫県 Ｈ25．4月

兵庫県 Ｈ27．11月 兵庫県 Ｈ25．5月

大阪府 Ｈ27．11月

大阪府 Ｈ27．12月

大阪府 Ｈ28．1月

岡山県 Ｈ29．6月

奈良県 Ｈ30．3月

京都府 Ｈ30．7月

京都府 R2．6月

奈良県 R2．7月

京都府 Ｈ25．3月 京都府 Ｈ27．9月

奈良県 Ｈ25．7月 滋賀県 Ｈ27．10月

滋賀県 Ｈ25．12月 兵庫県 Ｈ27．10月

滋賀県 Ｈ25．12月 京都府 Ｈ27．10月

京都府 Ｈ25．12月 京都府 Ｈ27．10月

京都府 Ｈ26．1月 大阪府 Ｈ27．10月

京都府 Ｈ26．1月 大阪府 Ｈ27．11月

大阪府 Ｈ26．3月 京都府 Ｈ27．11月

滋賀県 Ｈ26．5月 奈良県 Ｈ28．1月

滋賀県 Ｈ26．6月 大阪府 Ｈ28．4月

大阪府 Ｈ26．7月 兵庫県 Ｈ28．11月

京都府 Ｈ26．9月 京都府 Ｈ29．5月

京都府 Ｈ26．9月 大阪府 Ｈ29．11月

兵庫県 Ｈ26．10月 京都府 Ｈ30．5月

奈良県 Ｈ26．11月 京都府 Ｈ30．6月

奈良県 Ｈ26．12月 大阪府 Ｈ30．10月

京都府 Ｈ26．12月 京都府 H31．3月

京都府 Ｈ26．12月 京都府 H31．9月

兵庫県 Ｈ27．3月 奈良県 R1　.6月

京都大学（南部）ウィルス研究所本館

近畿大学奈良病院北摂変電所

日立ビークルエナジー

日東精工㈱　本社工場

野村証券　京都店

京都大学（南部）医科学動物実験棟

カルビー㈱　湖南工場

アザレアホール

ニッタ　奈良工場

㈱カーチス枚方店

大丸京都店ダイハツ工業㈱　多田工場

大津市環境美化センター

ローム㈱　京都

日生四条大宮ビル

橿原考古学研究所附属博物館本館

コカコーラウエストプロダクツ㈱

天理教第76母屋立野堀詰所

ローム㈱　厚生棟

㈱麗光　日野工場

天理教高安詰所

神戸市須磨区西落合京都大学（中央）学術情報メディアセンター北館

日本郵政グループ　大阪ビル

クラシエ製薬㈱　高槻第二工場

プレサンス東灘青木

ＲＩＴＥ

倉敷ロイヤルアートホテル

奈良国立博物館

桃山台２丁目

関西アーバン銀行　大藪支店

大阪プール

プレサンスロジェ浄心

地球環境産業技術研究機構

１０号池

桃山台２丁目

大阪トヨペット㈱　本社ビル

神戸市須磨区西落合

参天滋賀工場

１０号池

松下ＩＭＰビル

プレサンスロジェ浄心

大丸京都店

ステラ四条

地球環境産業技術研究機構

大阪大学吹田キャンパス

産業廃棄物収集運搬業

宇治市東宇治浄化センター

㈱神戸製鋼　神戸総合技術研究所

ピピア売布

龍谷大学大宮キャンパス

大丸京都店　東洞院駐車場

奈良国立博物館

アパホテル関空岸和田

雄琴第一加圧電気

大塚薬品㈱　本社ビル

京都御池エネルギーセンター

オリエンタル酵母㈱　大阪工場

洛翠園

高速電気軸道第1-3号線　大国町停留場

豊中第一中学校

フォレ大津一里山

りそな京都ビル

工　事　経　歴　書

改修工事 太陽光発電　（設計・施工工事）

現　場　名 現　場　名

プレサンス東灘青木京都高島屋

大同生命　神戸ビル


