
入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 造園工事 一般 B 市内

（株）アースプランナー 袖ケ浦市林３９番地 鈴木　茂幸 土木一式工事 一般 B 市内

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 塗装工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 電気工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区東陽七丁目１番１号 森内　昭 土木一式工事 特定 A 県外

（株）相川精機 富津市大堀１５７４番地 相川　芳美 消防施設工事 一般 B 市内

（株）相川精機 富津市大堀１５７４番地 相川　芳美 水道施設工事 一般 C 市内

（株）相川精機 富津市大堀１５７４番地 相川　芳美 管工事 一般 A 市内

（株）相川精機 富津市大堀１５７４番地 相川　芳美 建築一式工事 一般 B 市内

（株）相川精機 富津市大堀１５７４番地 相川　芳美 土木一式工事 一般 B 市内

会田電業（株） 柏市柏三丁目７番６号 會田　広之 消防施設工事 一般 A 県内

会田電業（株） 柏市柏三丁目７番６号 會田　広之 管工事 一般 A 県内

会田電業（株） 柏市柏三丁目７番６号 會田　広之 電気工事 特定 A 県内

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 電気通信工事 一般 A 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 機械器具設置工事 一般 A 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 管工事 一般 A 県外

愛知時計電機（株） 愛知県名古屋市熱田区千年一丁目２番７０号 國島　賢治 電気工事 特定 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 解体工事 特定 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 消防施設工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 水道施設工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 電気通信工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 機械器具設置工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 鋼構造物工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 管工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 電気工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

アイテック（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 前田　幸治 土木一式工事 一般 A 県外

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 機械器具設置工事 一般 A 県内

（株）アイホー 愛知県豊川市白鳥町防入６０番地 寺部　良洋 管工事 一般 A 県内

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目３２番５０号 楠原　一晃 水道施設工事 一般 C 県内

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目３２番５０号 楠原　一晃 ほ装工事 一般 C 県内

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目３２番５０号 楠原　一晃 管工事 一般 B 県内

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目３２番５０号 楠原　一晃 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）アイリスインダストリー 千葉市若葉区桜木一丁目３２番５０号 楠原　一晃 土木一式工事 一般 C 県内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 管工事 一般 A 市内

（株）葵商事 木更津市畑沢三丁目７番５号 有吉　将吾 建築一式工事 一般 A 市内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 解体工事 特定 A 県内
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青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 水道施設工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 造園工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 機械器具設置工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 しゅんせつ工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 ほ装工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 鋼構造物工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 管工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 電気工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 建築一式工事 特定 A 県内

青木あすなろ建設（株） 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 土木一式工事 特定 A 県内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 解体工事 特定 B 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 水道施設工事 特定 B 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 造園工事 一般 B 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 ほ装工事 特定 A 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 鋼構造物工事 特定 B 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 建築一式工事 一般 B 市内

（株）青木建材土木 富津市下飯野１１２８番地４９ 青木　孝行 土木一式工事 特定 A 市内

（有）青木酸素商店 南房総市久枝３４６番地 青木　秀夫 消防施設工事 一般 A 県内

（有）青木酸素商店 南房総市久枝３４６番地 青木　秀夫 水道施設工事 一般 B 県内

（有）青木酸素商店 南房総市久枝３４６番地 青木　秀夫 管工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 解体工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 水道施設工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 建具工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 造園工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 内装仕上工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 防水工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 塗装工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 しゅんせつ工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 ほ装工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 鉄筋工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 鋼構造物工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 管工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 屋根工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 左官工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 大工工事 特定 B 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 建築一式工事 特定 A 県内

青木総業（株） 鴨川市江見青木８６番地の１ 小篠　隆 土木一式工事 特定 A 県内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 解体工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 水道施設工事 特定 A 準市内
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あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 しゅんせつ工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 ほ装工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 鋼構造物工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 石工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 準市内

あおみ建設（株） 東京都千代田区外神田二丁目２番３号 河邊　知之 土木一式工事 特定 A 準市内

秋葉建設（株） 匝瑳市南神崎５２番地の１ 秋葉　忠夫 解体工事 一般 B 県内

秋葉建設（株） 匝瑳市南神崎５２番地の１ 秋葉　忠夫 ほ装工事 一般 B 県内

秋葉建設（株） 匝瑳市南神崎５２番地の１ 秋葉　忠夫 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

秋葉建設（株） 匝瑳市南神崎５２番地の１ 秋葉　忠夫 建築一式工事 特定 A 県内

秋葉建設（株） 匝瑳市南神崎５２番地の１ 秋葉　忠夫 土木一式工事 一般 B 県内

（有）秋元設備工業 君津市下湯江１０７番地 秋元　裕太郎 水道施設工事 一般 B 市内

（有）秋元設備工業 君津市下湯江１０７番地 秋元　裕太郎 管工事 一般 A 市内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 消防施設工事 一般 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 水道施設工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 さく井工事 一般 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電気通信工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 機械器具設置工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 内装仕上工事 一般 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 鋼構造物工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 管工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 電気工事 特定 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 建築一式工事 一般 A 県内

アキラ（株） 東京都中央区東日本橋三丁目３番１１号 中川　崇 土木一式工事 特定 A 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 解体工事 一般 C 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 水道施設工事 一般 B 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 ほ装工事 一般 B 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 管工事 一般 A 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

（株）アクアプラント 千葉市中央区生実町８２７番地７ 郷原　進弥 土木一式工事 一般 B 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 塗装工事 一般 A 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

（株）アクセス 成田市堀之内５７０番地１７ 黒川　裕二 土木一式工事 一般 B 県内

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 水道施設工事 一般 B 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 機械器具設置工事 一般 A 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 塗装工事 一般 C 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 ほ装工事 一般 B 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 管工事 一般 A 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 電気工事 一般 A 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 建築一式工事 一般 B 県外

アクティス（株） 宮城県刈田郡蔵王町宮字町５９番地 阿部　和広 土木一式工事 一般 B 県外
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（株）アクト冷熱工業 安房郡鋸南町下佐久間２３３１番地の２ 田村　仁 水道施設工事 一般 C 県内

（株）アクト冷熱工業 安房郡鋸南町下佐久間２３３１番地の２ 田村　仁 管工事 一般 B 県内

（株）アクト冷熱工業 安房郡鋸南町下佐久間２３３１番地の２ 田村　仁 土木一式工事 一般 C 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 解体工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 水道施設工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 ほ装工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 建築一式工事 特定 A 県内

（株）淺沼組 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル　 浅沼　誠 土木一式工事 特定 A 県内

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 解体工事 特定 A 県外

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 さく井工事 特定 A 県外

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング 東京都台東区北上野二丁目８番７号 遠藤　一郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

旭建設（株） 千葉市中央区川崎町１番地３９ 高橋　昌宏 解体工事 特定 A 県内

旭建設（株） 千葉市中央区川崎町１番地３９ 高橋　昌宏 ほ装工事 特定 A 県内

旭建設（株） 千葉市中央区川崎町１番地３９ 高橋　昌宏 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

旭建設（株） 千葉市中央区川崎町１番地３９ 高橋　昌宏 建築一式工事 特定 A 県内

旭建設（株） 千葉市中央区川崎町１番地３９ 高橋　昌宏 土木一式工事 特定 A 県内

（有）朝日設備 木更津市岩根三丁目１０番７号 小籠　治弘 管工事 一般 B 市内

（有）朝日設備 木更津市岩根三丁目１０番７号 小籠　治弘 土木一式工事 一般 C 市内

朝日テック（株） 茨城県取手市新町一丁目６番３３号 中西　克己 機械器具設置工事 一般 B 県外

旭電業（株） 東京都世田谷区上馬二丁目２７番２３号 松岡　徹 電気工事 特定 A 県外

朝日塗装（株） 船橋市宮本三丁目２番２号 高橋　鉄郎 解体工事 特定 C 県内

朝日塗装（株） 船橋市宮本三丁目２番２号 高橋　鉄郎 防水工事 特定 A 県内

朝日塗装（株） 船橋市宮本三丁目２番２号 高橋　鉄郎 塗装工事 特定 A 県内

朝日塗装（株） 船橋市宮本三丁目２番２号 高橋　鉄郎 建築一式工事 特定 A 県内

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 消防施設工事 特定 A 県外

旭防災設備（株） 東京都世田谷区瀬田一丁目２２番１９号 渡邉　淳一 電気工事 一般 A 県外

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 機械器具設置工事 一般 C 県内

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 管工事 一般 B 県内

（株）朝水技研 茂原市大芝１８５番地２４ 山ノ井　基晴 電気工事 一般 C 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 塗装工事 一般 A 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 電気工事 一般 A 県内

アジアテック（株） 東金市台方１３９１番地４ 坂本　誠 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

（株）アスト 千葉市花見川区三角町６４０番地１ 行木　祥和 管工事 特定 A 県内

（有）梓工営 木更津市潮見三丁目１８番地６ 鶴岡　雄次 管工事 一般 B 市内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 消防施設工事 一般 A 県内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 電気通信工事 特定 A 県内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 管工事 特定 A 県内

アズビル（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 山本　清博 電気工事 特定 A 県内
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（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 電気通信工事 特定 A 県外

（株）アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 木越　健二 電気工事 特定 A 県外

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 解体工事 一般 C 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 水道施設工事 一般 C 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 ほ装工事 一般 B 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 鋼構造物工事 一般 C 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（有）朝生建設興業 君津市外箕輪四丁目５番４０号 朝生　薫之 土木一式工事 一般 B 市内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 消防施設工事 一般 A 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電気通信工事 一般 A 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 管工事 特定 A 県内

アヅサ電気工業（株） 船橋市湊町三丁目７番１５号 輪湖　信 電気工事 特定 A 県内

ＡＮＥＯＳ（株） 東京都目黒区中央町一丁目５番１２号 野澤　裕 電気通信工事 一般 A 県外

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 解体工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 水道施設工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 防水工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 塗装工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 ほ装工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 管工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 電気工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 建築一式工事 特定 A 県内

（株）畔蒜工務店 山武郡横芝光町木戸１０１１０番地 畔蒜　義文 土木一式工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 解体工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 水道施設工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 造園工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 ほ装工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 管工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 電気工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 大工工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 建築一式工事 特定 A 県内

阿部建設（株） 旭市ニの５２８番地 阿部　典義 土木一式工事 特定 A 県内

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目１３番３号 井手口　哲朗 水道施設工事 特定 A 県内

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目１３番３号 井手口　哲朗 塗装工事 特定 A 県内

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目１３番３号 井手口　哲朗 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目１３番３号 井手口　哲朗 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝三丁目１３番３号 井手口　哲朗 土木一式工事 特定 A 県内
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（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 造園工事 一般 A 県外

（株）アボック社 神奈川県鎌倉市大船２丁目１４番１３号 毛藤　圀彦 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 電気通信工事 特定 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 機械器具設置工事 特定 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 内装仕上工事 特定 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 鋼構造物工事 特定 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 管工事 特定 A 県外

アマノ（株） 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 津田　博之 電気工事 特定 A 県外

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 さく井工事 一般 A 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 機械器具設置工事 一般 B 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 ほ装工事 特定 A 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 管工事 特定 A 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 電気工事 一般 B 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 建築一式工事 一般 B 県内

（株）天野さく泉建総 船橋市前原東四丁目１９番９号 天野　昌樹 土木一式工事 特定 B 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 解体工事 一般 C 県内

（株）アムス 千葉市若葉区若松町９４６番地５ 今村　和雄 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（有）綾部工務店 木更津市高砂１丁目５番２２号 綾部　努 消防施設工事 一般 C 市内

（有）綾部工務店 木更津市高砂１丁目５番２２号 綾部　努 水道施設工事 一般 C 市内

（有）綾部工務店 木更津市高砂１丁目５番２２号 綾部　努 管工事 一般 B 市内

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 解体工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 水道施設工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 造園工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 防水工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 ほ装工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 管工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 電気工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 建築一式工事 特定 A 県外

（株）新井組 兵庫県西宮市池田町１２番２０号 馬場　公勝 土木一式工事 特定 A 県外

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 解体工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 水道施設工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 しゅんせつ工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 ほ装工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 鋼構造物工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 管工事 特定 A 県内

有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内
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有村建設（株） 佐倉市新臼井田６番１３号 有村　大 土木一式工事 特定 A 県内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 解体工事 一般 C 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 ほ装工事 一般 B 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

安成建設（株） 木更津市犬成１７番地 安西　教郎 土木一式工事 一般 B 市内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ 解体工事 特定 B 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ 水道施設工事 一般 B 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ 造園工事 一般 A 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ ほ装工事 特定 A 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ 管工事 一般 B 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）安藤建設 香取郡多古町多古３５４５番地４ 安藤　ゆみ 土木一式工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 解体工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 水道施設工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 建具工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 防水工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 塗装工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 ガラス工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 ほ装工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 屋根工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 石工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 左官工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 大工工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 建築一式工事 特定 A 県内

（株）安藤・間 東京都港区東新橋一丁目９番１号 福富　正人 土木一式工事 特定 A 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 消防施設工事 一般 A 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 電気通信工事 一般 A 県内

Ｅ＆Ｅシステム（株） 千葉市中央区末広一丁目１番２号 伊藤　和彦 電気工事 特定 A 県内

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 水道施設工事 一般 A 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 機械器具設置工事 一般 A 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 ほ装工事 一般 B 県外

（有）イーアンドエス 埼玉県川口市元郷四丁目１４番７号 鈴木　太智 土木一式工事 一般 B 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 清掃施設工事 特定 C 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 消防施設工事 一般 C 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 水道施設工事 特定 C 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 機械器具設置工事 特定 A 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 管工事 特定 B 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 電気工事 特定 B 県外

（株）イー・メンテ豊橋 愛知県豊橋市牛川通二丁目７番地４ 初田　邦夫 土木一式工事 特定 C 県外

（有）飯島設備 袖ケ浦市飯富１６２８番地の２ 三枝　美雄 管工事 一般 A 市内

（有）飯島設備 袖ケ浦市飯富１６２８番地の２ 三枝　美雄 電気工事 一般 A 市内

飯島設備工業（株） 千葉市中央区中央３‐３‐１　フジモト第一生命ビル３Ｆ 飯島　直也 管工事 特定 A 県内

池田建設（株） 東京都千代田区九段南二丁目４番１６号 古賀　智道 水道施設工事 特定 A 県外

池田建設（株） 東京都千代田区九段南二丁目４番１６号 古賀　智道 ほ装工事 特定 A 県外

池田建設（株） 東京都千代田区九段南二丁目４番１６号 古賀　智道 建築一式工事 特定 A 県外

池田建設（株） 東京都千代田区九段南二丁目４番１６号 古賀　智道 土木一式工事 特定 A 県外

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 水道施設工事 特定 B 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 機械器具設置工事 一般 B 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 ほ装工事 特定 B 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 管工事 特定 A 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

池田建設工業（株） 千葉市美浜区真砂五丁目１９番３号 池田　潔 土木一式工事 特定 B 県内

池田工建（株） 千葉市中央区市場町３番１号 池田　喜美夫 解体工事 特定 A 県内

池田工建（株） 千葉市中央区市場町３番１号 池田　喜美夫 ほ装工事 特定 A 県内

池田工建（株） 千葉市中央区市場町３番１号 池田　喜美夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

池田工建（株） 千葉市中央区市場町３番１号 池田　喜美夫 建築一式工事 特定 A 県内

池田工建（株） 千葉市中央区市場町３番１号 池田　喜美夫 土木一式工事 特定 A 県内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 水道施設工事 一般 A 市内

（株）池田商店 富津市上後２７６番地１ 池田　愛一郎 管工事 一般 A 市内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 解体工事 特定 A 県内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 ほ装工事 一般 A 県内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 管工事 一般 A 県内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 建築一式工事 特定 A 県内

（株）石井興業 山武郡芝山町大里９７４番地 石井　典子 土木一式工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 解体工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 水道施設工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 ほ装工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 鋼構造物工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 建築一式工事 特定 A 県内

石井工業（株） 香取市北二丁目６番３ 石井　良典 土木一式工事 特定 A 県内

（株）石垣 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 水道施設工事 特定 A 県外

（株）石垣 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）石垣 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 電気工事 特定 A 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 水道施設工事 特定 A 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 機械器具設置工事 特定 A 県外

石垣メンテナンス（株） 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 石垣　真 管工事 特定 A 県外
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石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 水道施設工事 特定 A 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 造園工事 一般 A 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 しゅんせつ工事 特定 A 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 ほ装工事 特定 A 市内

石村建設（株） 富津市大堀１９３３番地 石村　達雄 土木一式工事 特定 A 市内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 電気通信工事 一般 A 県内

和泉通信工業（株） 松戸市金ケ作１１３番地の１ 宮川　忠士 電気工事 一般 B 県内

（株）磯村 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 磯村　豪佑 水道施設工事 特定 A 県外

（株）磯村 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 磯村　豪佑 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）磯村 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地 磯村　豪佑 管工事 特定 A 県外

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 管工事 一般 B 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 建築一式工事 特定 B 県内

（株）市川環境エンジニアリング 市川市田尻二丁目１１番２５号 水谷　重夫 土木一式工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 解体工事 特定 A 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 水道施設工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 塗装工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 しゅんせつ工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 ほ装工事 特定 A 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 管工事 特定 B 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 建築一式工事 特定 A 県内

（株）市原組 千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号 橋本　和記 土木一式工事 特定 A 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 管工事 特定 A 県内

（株）市原水道センター 市原市平田１０４６番地５ 岡本　和也 土木一式工事 特定 B 県内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 造園工事 一般 A 市内

（有）市原造園 木更津市矢那６２４番地 市原　純一 土木一式工事 一般 B 市内

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 防水工事 一般 B 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 塗装工事 一般 C 県外

（株）イッシン 茨城県つくば市学園の森一丁目６番地１ 湯原　健 建築一式工事 一般 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 建具工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 管工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 電気工事 特定 A 県外

（株）イトーキ 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 平井　嘉朗 建築一式工事 特定 A 県外

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 解体工事 特定 A 市内

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 水道施設工事 特定 A 市内

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 防水工事 特定 A 市内
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伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 管工事 特定 A 市内

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 建築一式工事 特定 A 市内

伊東建設興業（株） 富津市六野１２番地の２ 伊東　ヒロミ 土木一式工事 特定 A 市内

伊藤仁塗装（株） 千葉市中央区市場町３番４号 伊藤　伸一 防水工事 特定 A 県内

伊藤仁塗装（株） 千葉市中央区市場町３番４号 伊藤　伸一 塗装工事 特定 A 県内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 解体工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 水道施設工事 特定 B 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 造園工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 塗装工事 特定 B 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 しゅんせつ工事 特定 B 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 ほ装工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 鋼構造物工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 管工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 石工事 特定 B 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）伊藤土建 君津市北子安二丁目２３番８号 伊藤　健一 土木一式工事 特定 A 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 造園工事 特定 A 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 ほ装工事 一般 A 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）井上造園 袖ケ浦市勝５０７番地 井上　竜一 土木一式工事 一般 B 市内

（有）井上塗装工業 富津市下飯野６０２番地の２ 井上　恵似子 防水工事 一般 C 市内

（有）井上塗装工業 富津市下飯野６０２番地の２ 井上　恵似子 塗装工事 一般 A 市内

（株）イノテック 佐倉市上志津原３７番地１９ 井上　敏浩 管工事 一般 B 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 解体工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 水道施設工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 ほ装工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）今井組 銚子市長塚町四丁目１１５７番地 今井　敏春 土木一式工事 特定 A 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 防水工事 特定 A 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 塗装工事 特定 A 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）彩 千葉市若葉区加曽利町７１０番地 中島　康浩 建築一式工事 特定 A 県内

（株）岩城 岐阜県可児市柿下２番地の１ 文城　弘 水道施設工事 特定 A 県外

（株）岩城 岐阜県可児市柿下２番地の１ 文城　弘 塗装工事 特定 A 県外

（株）岩城 岐阜県可児市柿下２番地の１ 文城　弘 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）岩城 岐阜県可児市柿下２番地の１ 文城　弘 土木一式工事 特定 A 県外

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 水道施設工事 一般 A 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 機械器具設置工事 特定 A 県内
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岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 鋼構造物工事 一般 A 県内

岩田産業（株） 千葉市稲毛区長沼町３３５番地 吉澤　鎌二 管工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 解体工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 水道施設工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 しゅんせつ工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 ほ装工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 鋼構造物工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 石工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北二条東十七丁目２番地 岩田　圭剛 土木一式工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 解体工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 水道施設工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 塗装工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 ほ装工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 管工事 一般 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 建築一式工事 一般 A 県内

インバ建設（株） 佐倉市太田２０４２番地１８ 和田　修一 土木一式工事 特定 A 県内

（株）植木組 新潟県柏崎市駅前一丁目５番４５号 植木　義明 水道施設工事 特定 A 県内

（株）植木組 新潟県柏崎市駅前一丁目５番４５号 植木　義明 ほ装工事 特定 A 県内

（株）植木組 新潟県柏崎市駅前一丁目５番４５号 植木　義明 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）植木組 新潟県柏崎市駅前一丁目５番４５号 植木　義明 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）植木組 新潟県柏崎市駅前一丁目５番４５号 植木　義明 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 清掃施設工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 水道施設工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 電気通信工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 管工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 電気工事 一般 A 県外

（株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３番２５号 榊原　秀明 土木一式工事 一般 A 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 管工事 特定 A 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 電気工事 特定 A 県外

（株）ウォーターテック 東京都港区芝浦三丁目１６番１号 早坂　克浩 土木一式工事 特定 B 県外

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 解体工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 内装仕上工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 防水工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 塗装工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 ほ装工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 鋼構造物工事 特定 A 県内
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鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 管工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 建築一式工事 特定 A 県内

鵜沢建設（株） 千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号 鵜沢　朋生 土木一式工事 特定 B 県内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 解体工事 一般 C 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 造園工事 一般 B 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 ほ装工事 一般 B 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（有）卯田造園 木更津市伊豆島１９０４番地 卯田　實 土木一式工事 一般 C 市内

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電気通信工事 一般 A 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 内装仕上工事 特定 A 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 鋼構造物工事 特定 A 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 電気工事 一般 A 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 大工工事 特定 A 県外

ウチダエスコ（株） 東京都江東区木場五丁目８番４０号 長岡　秀樹 建築一式工事 特定 A 県外

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 消防施設工事 一般 A 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 水道施設工事 特定 A 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 ほ装工事 特定 A 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 管工事 特定 A 県内

ウッドテック（株） 印西市小林３９９０番地１ 小野寺　弘行 土木一式工事 特定 A 県内

宇都宮工業（株） 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 宇都宮　秀雄 機械器具設置工事 特定 A 県外

宇都宮工業（株） 東京都江東区亀戸六丁目５３番９号 宇都宮　秀雄 管工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 水道施設工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 塗装工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 ほ装工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 鋼構造物工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

宇野重工（株） 三重県松阪市大津町１６０７番地の１ 宇野　雄介 土木一式工事 特定 A 県外

（株）ウラタ 浦安市富士見１丁目８番２４号 浦田　一哉 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ウラタ 浦安市富士見１丁目８番２４号 浦田　一哉 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ウラタ 浦安市富士見１丁目８番２４号 浦田　一哉 土木一式工事 特定 B 県内

（株）ウラデン 浦安市猫実三丁目１８番２４号 朝生　勇 電気工事 特定 A 県内

浦安工業（株） 東京都墨田区錦糸二丁目８番７号 前田　典宏 管工事 特定 A 県外

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 消防施設工事 一般 B 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 管工事 一般 B 県内

浦安電設（株） 船橋市栄町二丁目３番９号 小林　隆逸 電気工事 特定 A 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 管工事 一般 B 県内

（株）エーアイ 市原市姉崎５８１番地７ 高木　真一 電気工事 一般 B 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 消防施設工事 一般 B 県内

エー・エス・ジ（株） 船橋市習志野台五丁目１１番７号 天井　昭夫 電気工事 一般 B 県内

（株）エーピーシーメンテナンス 市原市五井中央西２丁目１０番地７ 大村　淳 管工事 一般 B 県内
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（株）エーピーシーメンテナンス 市原市五井中央西２丁目１０番地７ 大村　淳 電気工事 一般 A 県内

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電気通信工事 特定 A 県外

エイチ・シー・ネットワークス（株） 東京都台東区浅草橋一丁目２２番１６号 大江　愼一 電気工事 特定 A 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 さく井工事 特定 A 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 管工事 特定 A 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目１９番地４ 市山　勉 土木一式工事 特定 A 県外

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 管工事 特定 A 県内

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 電気工事 特定 A 県内

（株）エクエコ 柏市高柳８６３番地１ 小林　宏 建築一式工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 水道施設工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電気通信工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 鋼構造物工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 電気工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

エクシオグループ（株） 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 土木一式工事 特定 A 県内

エコサイクル（株） 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル シュリハリ・チャンドラガトギ 解体工事 特定 A 県外

エコサイクル（株） 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル シュリハリ・チャンドラガトギ 管工事 特定 B 県外

エコサイクル（株） 東京都中央区日本橋浜町二丁目２８番１号　日本橋・浜町ビル シュリハリ・チャンドラガトギ 土木一式工事 特定 A 県外

（株）エサキエンタープライズ 木更津市潮浜二丁目１番地９ 江崎　勝博 管工事 特定 A 市内

（株）エス・アイ・シー 千葉市中央区問屋町１番３５号 古谷　孝誠 電気通信工事 特定 A 県内

（株）エス・アイ・シー 千葉市中央区問屋町１番３５号 古谷　孝誠 電気工事 特定 A 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 機械器具設置工事 一般 A 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 電気工事 特定 A 県内

エス・イー・シーエレベーター（株） 東京都台東区台東三丁目１８番３号 鈴木　孝夫 建築一式工事 一般 A 県内

エステート住宅産業（株） 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目１番５号 古山　武史 解体工事 特定 A 県外

エステート住宅産業（株） 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目１番５号 古山　武史 ほ装工事 特定 A 県外

エステート住宅産業（株） 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目１番５号 古山　武史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

エステート住宅産業（株） 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目１番５号 古山　武史 建築一式工事 特定 A 県外

エステート住宅産業（株） 栃木県宇都宮市駅前通り一丁目１番５号 古山　武史 土木一式工事 特定 A 県外

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 解体工事 一般 A 県内

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 消防施設工事 一般 A 県内

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 管工事 一般 A 県内

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 電気工事 特定 A 県内

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

越中電気工業（株） 船橋市海神５丁目１番１１号 冨田　明美 建築一式工事 一般 A 県内

エナジーシステムサービスジャパン（株） 東京都大田区平和島六丁目１番１号 藤浪　司 電気工事 一般 A 県外

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電気通信工事 特定 A 県内

ＮＥＣネッツエスアイ（株） 東京都文京区後楽二丁目６番１号 牛島　祐之 電気工事 特定 A 県内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電気通信工事 特定 A 県内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 内装仕上工事 一般 県内
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ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 管工事 一般 A 県内

ＮＥＣフィールディング（株） 東京都港区三田一丁目４番２８号 鈴木　浩 電気工事 特定 A 県内

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 解体工事 一般 A 県外

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 造園工事 一般 A 県外

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 しゅんせつ工事 一般 A 県外

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

エヌエス環境（株） 東京都港区芝公園一丁目２番９号 須磨　重孝 土木一式工事 一般 A 県外

（株）ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０番地１ 青柳　良孝 さく井工事 特定 A 県外

（株）ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０番地１ 青柳　良孝 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）ＮＮＣエンジニアリング 新潟県長岡市寺宝町１３０番地１ 青柳　良孝 管工事 特定 A 県外

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 消防施設工事 一般 C 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 管工事 一般 B 県内

エヌケイ産業（株） 千葉市花見川区千種町３５１番地２３ 磯部　淳一 電気工事 一般 C 県内

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目３番１号　大手町プレイスウエストタワー 丸岡　亨 電気通信工事 特定 県外

（株）ＮＴＴドコモ 東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　山王パークタワー 井伊　基之 電気通信工事 特定 A 県外

（株）ＮＴＴ東日本‐南関東 東京都港区西新橋三丁目２２番８号 熊谷　敏昌 電気通信工事 特定 A 県外

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 消防施設工事 一般 A 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 電気通信工事 一般 A 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 管工事 特定 A 県内

エヌビーエスエンジニアリング（株） 浦安市入船四丁目１番１１号 中村　一雄 電気工事 特定 A 県内

エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 井上　博司 管工事 特定 A 県外

エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 井上　博司 電気工事 特定 A 県外

エネサーブ（株） 滋賀県大津市月輪２丁目１９番６号 井上　博司 建築一式工事 特定 A 県外

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 消防施設工事 一般 B 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 水道施設工事 特定 B 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 電気通信工事 一般 A 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 塗装工事 特定 B 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 ほ装工事 特定 B 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 管工事 一般 A 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 電気工事 特定 A 市内

榎本電機（株） 富津市川名１４８９番地 鈴木　孝 土木一式工事 特定 B 市内

（株）エノモト防災工業 木更津市長須賀６２７番地の２ 中村　誉人 消防施設工事 一般 A 市内

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 清掃施設工事 一般 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 消防施設工事 一般 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 水道施設工事 特定 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 管工事 特定 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 電気工事 特定 A 県外

（株）エバジツ 東京都大田区北嶺町４番１８号 細淵　宏 建築一式工事 特定 A 県外

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 水道施設工事 特定 A 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 機械器具設置工事 特定 A 県内
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荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 管工事 特定 A 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 電気工事 特定 A 県内

荏原商事（株） 東京都中央区日本橋茅場町三丁目９番１０号 島田　薫 土木一式工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 水道施設工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 機械器具設置工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 塗装工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 鋼構造物工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 管工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 電気工事 特定 A 県内

荏原実業（株） 東京都中央区銀座七丁目１４番１号 吉田　俊範 土木一式工事 特定 A 県内

（株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号 浅見　正男 水道施設工事 特定 A 県外

（株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号 浅見　正男 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号 浅見　正男 管工事 特定 A 県外

（株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１番１号 浅見　正男 電気工事 特定 A 県外

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 水道施設工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 塗装工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 しゅんせつ工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 ほ装工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 石工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

（株）エフォート 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目２９番７号 富澤　啓介 土木一式工事 特定 C 県内

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電気通信工事 特定 A 県外

エフコム（株） 東京都港区芝二丁目２８番８号 町野　武重 電気工事 特定 A 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 機械器具設置工事 一般 C 県外

（株）エムテック 神奈川県藤沢市遠藤２００５番地１ 菊地　俊文 管工事 一般 B 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 消防施設工事 一般 A 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 管工事 特定 A 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 電気工事 特定 A 県外

（株）オーエンス 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 大木　一雄 建築一式工事 特定 B 県外

（株）オーソネ電気 君津市北久保一丁目２番４号 大曽根　加於 電気工事 一般 C 市内

（株）オービス 広島県福山市松永町六丁目１０番１号 中浜　勇治 建築一式工事 特定 A 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 水道施設工事 特定 B 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 塗装工事 特定 B 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 しゅんせつ工事 特定 B 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 ほ装工事 特定 A 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 石工事 特定 B 県内

（株）オーユー 成田市十余三１２２番地１ 小幡　孝 土木一式工事 特定 A 県内

（株）大久保 袖ケ浦市百目木９４５番地１ 大久保　芳治 水道施設工事 一般 C 市内
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（株）大久保 袖ケ浦市百目木９４５番地１ 大久保　芳治 ほ装工事 一般 B 市内

（株）大久保 袖ケ浦市百目木９４５番地１ 大久保　芳治 管工事 一般 A 市内

（株）大久保 袖ケ浦市百目木９４５番地１ 大久保　芳治 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）大久保 袖ケ浦市百目木９４５番地１ 大久保　芳治 土木一式工事 一般 B 市内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電気通信工事 特定 A 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 管工事 一般 A 県内

（株）大崎コンピュータエンヂニアリング 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 武田　健三 電気工事 特定 A 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電気通信工事 特定 A 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 管工事 一般 B 県内

大崎システック（株） 市原市五所１６０２番地 武田　健三 電気工事 特定 A 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電気通信工事 特定 A 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 機械器具設置工事 一般 A 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 管工事 一般 A 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 電気工事 特定 A 県内

大崎電設（株） 市原市八幡北町一丁目１１番地４ 武田　一衛 建築一式工事 一般 A 県内

（有）大佐和設備 富津市上１０９１番地 高橋　裕之 消防施設工事 一般 C 市内

（有）大佐和設備 富津市上１０９１番地 高橋　裕之 水道施設工事 一般 C 市内

（有）大佐和設備 富津市上１０９１番地 高橋　裕之 管工事 一般 A 市内

（有）大佐和設備 富津市上１０９１番地 高橋　裕之 土木一式工事 一般 B 市内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　淳史 電気通信工事 一般 C 県内

（株）オーシマ 千葉市花見川区幕張町五丁目４１７番地の５１ 大島　淳史 電気工事 一般 B 県内

（株）大城組 市川市真間三丁目１０番２３号 佐々木　建雄 解体工事 特定 A 県内

（株）大城組 市川市真間三丁目１０番２３号 佐々木　建雄 ほ装工事 特定 A 県内

（株）大城組 市川市真間三丁目１０番２３号 佐々木　建雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）大城組 市川市真間三丁目１０番２３号 佐々木　建雄 建築一式工事 特定 A 県内

（株）大城組 市川市真間三丁目１０番２３号 佐々木　建雄 土木一式工事 特定 A 県内

大袖興業（株） 袖ケ浦市奈良輪２５３９番地２ 白井　勇 塗装工事 一般 A 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 解体工事 一般 B 市内

（有）大滝商会 富津市新富６４番地３ 大瀧　勝明 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

大塚建工（株） 千葉市若葉区若松町２２４９番地 大塚　勝之 建築一式工事 特定 A 県内

大塚建工（株） 千葉市若葉区若松町２２４９番地 大塚　勝之 土木一式工事 一般 B 県内

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 解体工事 特定 A 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 建築一式工事 特定 A 県外

（株）大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 土木一式工事 特定 A 県外

岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 ほ装工事 特定 B 県内

岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 管工事 特定 A 県内

岡崎設備工業（株） 市原市君塚１丁目８番地６ 佐久間　常壽 土木一式工事 特定 B 県内

（株）岡田工業所 柏市豊四季２５８番地の２ 岡田　勇 水道施設工事 特定 A 県内

（株）岡田工業所 柏市豊四季２５８番地の２ 岡田　勇 管工事 特定 A 県内
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岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 解体工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 水道施設工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 しゅんせつ工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 ほ装工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 建築一式工事 特定 A 県内

岡田土建（株） 銚子市東芝町３番地の１ 岡田　知益 土木一式工事 特定 A 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 解体工事 特定 B 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 水道施設工事 特定 B 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 ほ装工事 特定 A 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 管工事 特定 A 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 建築一式工事 特定 B 県内

（株）オカモト 市原市五井中央南一丁目１１番地８ 岡本　和也 土木一式工事 特定 A 県内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 水道施設工事 一般 C 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 ほ装工事 一般 A 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 管工事 一般 B 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

小川物産（株） 君津市向郷８３６番地 小川　文義 土木一式工事 一般 B 市内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 消防施設工事 一般 A 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 内装仕上工事 一般 C 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 管工事 特定 B 県内

（株）小川防災 松戸市紙敷一丁目１６番地３ 小川　一 電気工事 特定 A 県内

（有）小川ポンプ 富津市千種新田１４０番地１ 小川　正夫 水道施設工事 一般 C 市内

（有）小川ポンプ 富津市千種新田１４０番地１ 小川　正夫 管工事 一般 A 市内

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 消防施設工事 特定 A 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 電気通信工事 特定 A 県外

ＯＫＩクロステック（株） 東京都中央区晴海一丁目８番１１号 竹内　敏尚 電気工事 特定 A 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 消防施設工事 特定 A 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電気通信工事 特定 A 県外

沖電気工業（株） 東京都港区虎ノ門一丁目７番１２号 森　孝廣 電気工事 特定 A 県外

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥　洋彦 造園工事 特定 A 県内

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥　洋彦 ほ装工事 特定 A 県内

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥　洋彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

奥アンツーカ（株） 大阪府東大阪市長田東三丁目２番７号 奥　洋彦 土木一式工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 解体工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 水道施設工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 ほ装工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 鋼構造物工事 特定 A 県内
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（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 建築一式工事 特定 A 県内

（株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目２番２号 奥村　太加典 土木一式工事 特定 A 県内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 解体工事 一般 A 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 水道施設工事 一般 B 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 塗装工事 一般 B 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 ほ装工事 一般 A 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（有）奥村工業 君津市市宿３７９番地 奥村　保彦 土木一式工事 一般 A 市内

（有）小倉建設 袖ケ浦市堂谷４０番地 小倉　一美 解体工事 一般 B 市内

（有）小倉建設 袖ケ浦市堂谷４０番地 小倉　一美 ほ装工事 一般 B 市内

（有）小倉建設 袖ケ浦市堂谷４０番地 小倉　一美 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（有）小倉建設 袖ケ浦市堂谷４０番地 小倉　一美 土木一式工事 一般 B 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 水道施設工事 一般 A 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 さく井工事 一般 A 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 機械器具設置工事 一般 A 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 ほ装工事 一般 A 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 管工事 特定 A 市内

（株）小倉鑿井工業所 木更津市桜井８０５番地 小倉　英樹 土木一式工事 一般 B 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 内装仕上工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 防水工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 塗装工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 板金工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 屋根工事 一般 B 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 大工工事 一般 C 市内

（株）桶岩産業 富津市富津７７番地 砂山　雅浩 建築一式工事 一般 C 市内

小沢工業（株） 埼玉県行田市栄町１３番３２号 大石　理恵 建築一式工事 特定 A 県外

小沢工業（株） 埼玉県行田市栄町１３番３２号 大石　理恵 土木一式工事 特定 A 県外

（株）オダカ設備 君津市戸崎１６１７番地の５ 小川　薫 水道施設工事 一般 C 市内

（株）オダカ設備 君津市戸崎１６１７番地の５ 小川　薫 ほ装工事 一般 B 市内

（株）オダカ設備 君津市戸崎１６１７番地の５ 小川　薫 管工事 一般 B 市内

（株）オダカ設備 君津市戸崎１６１７番地の５ 小川　薫 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）オダカ設備 君津市戸崎１６１７番地の５ 小川　薫 土木一式工事 一般 B 市内

オバタ総業（株） 成田市十余三１２２番地１ 小幡　照雄 解体工事 特定 A 県内

オバタ総業（株） 成田市十余三１２２番地１ 小幡　照雄 水道施設工事 特定 A 県内

オバタ総業（株） 成田市十余三１２２番地１ 小幡　照雄 ほ装工事 特定 A 県内

オバタ総業（株） 成田市十余三１２２番地１ 小幡　照雄 土木一式工事 特定 A 県内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 水道施設工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 塗装工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 しゅんせつ工事 特定 A 準市内
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小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 ほ装工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 鋼構造物工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 石工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 準市内

小柳建設（株） 新潟県三条市東三条一丁目２１番５号 小柳　卓蔵 土木一式工事 特定 A 準市内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 水道施設工事 特定 A 県内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 塗装工事 特定 A 県内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 ほ装工事 特定 A 県内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 鋼構造物工事 特定 A 県内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

オリエンタル白石（株） 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 土木一式工事 特定 A 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 ほ装工事 一般 B 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 管工事 特定 A 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

オリエント工業（株） 市原市姉崎１７０９番地１ 岡本　壽子 土木一式工事 一般 B 県内

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 消防施設工事 一般 A 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 管工事 特定 A 県外

オリックス・ファシリティーズ（株） 京都府京都市下京区大宮通仏光寺下る五坊大宮町９９番地 深谷　健司 電気工事 特定 A 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 内倉　昌樹 水道施設工事 特定 A 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 内倉　昌樹 機械器具設置工事 特定 A 県外

オルガノ（株） 東京都江東区新砂１丁目２番８号 内倉　昌樹 電気工事 特定 A 県外

オルガノプラントサービス（株） 東京都江東区新砂一丁目２番８号 小池　省次郎 水道施設工事 特定 A 県外

オルガノプラントサービス（株） 東京都江東区新砂一丁目２番８号 小池　省次郎 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）海成 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 越川　正 解体工事 特定 A 県内

（株）海成 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 越川　正 ほ装工事 特定 A 県内

（株）海成 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 越川　正 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）海成 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 越川　正 建築一式工事 特定 A 県内

（株）海成 千葉市中央区中央三丁目１０番６号 越川　正 土木一式工事 特定 A 県内

開成ペインテックス（株） 千葉市若葉区若松町７９４番地２６ 米畑　好博 防水工事 一般 C 県内

開成ペインテックス（株） 千葉市若葉区若松町７９４番地２６ 米畑　好博 塗装工事 一般 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 解体工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 水道施設工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 防水工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 塗装工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 ほ装工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 屋根工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 石工事 特定 A 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 左官工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 大工工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 建築一式工事 特定 A 県内

（株）加賀田組 新潟県新潟市中央区万代四丁目５番１５号 市村　稿 土木一式工事 特定 A 県内

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 水道施設工事 特定 A 県外

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 管工事 特定 A 県外

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 電気工事 特定 A 県外

（株）柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目２８番地 柿本　一如 土木一式工事 特定 A 県外

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 水道施設工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 防水工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 塗装工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 ほ装工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 鋼構造物工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 建築一式工事 特定 A 県内

化工建設（株） 千葉市中央区弁天一丁目２９番１１号 今村　圭治 土木一式工事 特定 A 県内

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 解体工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 水道施設工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 建具工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 熱絶縁工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 機械器具設置工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 内装仕上工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 防水工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 塗装工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 ガラス工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 板金工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 しゅんせつ工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 ほ装工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 鉄筋工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 鋼構造物工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 管工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 電気工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 屋根工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 石工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 左官工事 特定 B 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 大工工事 特定 B 県外
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鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 建築一式工事 特定 A 県外

鹿島環境エンジニアリング（株） 東京都港区元赤坂一丁目５番３１号 新川　隆夫 土木一式工事 特定 A 県外

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 解体工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 水道施設工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 内装仕上工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 しゅんせつ工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 ほ装工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 鋼構造物工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 屋根工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 石工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 大工工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 建築一式工事 特定 A 県内

鹿島建設（株） 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 天野　裕正 土木一式工事 特定 A 県内

梶原塗装（株） 福岡県北九州市八幡東区中央三丁目８番３１号 梶原　初代 防水工事 一般 B 準市内

梶原塗装（株） 福岡県北九州市八幡東区中央三丁目８番３１号 梶原　初代 塗装工事 特定 A 準市内

（株）春日産業 東京都板橋区高島平一丁目４９番１８号 春日　孝 さく井工事 特定 A 県外

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 解体工事 一般 C 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 ほ装工事 一般 A 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 鋼構造物工事 一般 C 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 建築一式工事 一般 B 市内

上総工業（株） 木更津市高砂一丁目９番３０号 勝倉　康博 土木一式工事 一般 B 市内

上総水道（有） 木更津市高柳一丁目２番１号 吉椿　裕一 管工事 一般 A 市内

かずさ總建（株） 千葉市若葉区西都賀三丁目２番９号千脇ビル２階 大柳　昭 塗装工事 特定 C 県内

かずさ總建（株） 千葉市若葉区西都賀三丁目２番９号千脇ビル２階 大柳　昭 ほ装工事 特定 C 県内

かずさ總建（株） 千葉市若葉区西都賀三丁目２番９号千脇ビル２階 大柳　昭 管工事 特定 A 県内

かずさ總建（株） 千葉市若葉区西都賀三丁目２番９号千脇ビル２階 大柳　昭 土木一式工事 特定 B 県内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 造園工事 一般 B 市内

（有）かずさ綜合企画 木更津市矢那１６７１番地 小川　昭司 土木一式工事 一般 B 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 解体工事 一般 B 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 水道施設工事 一般 B 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 管工事 一般 A 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 電気工事 一般 A 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（有）上総電気水道 君津市広岡１７２１番地の４ 齋藤　良一 土木一式工事 一般 B 市内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 解体工事 特定 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 水道施設工事 特定 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 造園工事 特定 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 ほ装工事 特定 A 県内
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片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 管工事 一般 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 建築一式工事 特定 A 県内

片岡工業（株） 長生郡一宮町一宮３１７８番地 片岡　暉雄 土木一式工事 特定 A 県内

勝田電設工業（株） 東京都江戸川区春江町二丁目１４番３号 西村　聡 電気工事 特定 A 準市内

桂興産（株） 東京都江戸川区春江町三丁目２２番１８号 潟田　憲明 解体工事 一般 A 県内

桂興産（株） 東京都江戸川区春江町三丁目２２番１８号 潟田　憲明 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 解体工事 特定 A 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 水道施設工事 特定 A 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 ほ装工事 特定 A 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場１９番地の１ 加藤　明 土木一式工事 特定 A 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 水道施設工事 一般 C 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 ほ装工事 一般 B 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 管工事 特定 A 県内

（株）加藤工業所 大網白里市大網７９５番地８ 加藤　年展 土木一式工事 一般 B 県内

株木建設工業（株） 千葉市稲毛区山王町３６４番地１ 吉井　正孝 管工事 特定 A 県内

株木建設工業（株） 千葉市稲毛区山王町３６４番地１ 吉井　正孝 土木一式工事 一般 B 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 解体工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 水道施設工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 造園工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 防水工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 塗装工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 ほ装工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 管工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 建築一式工事 特定 A 県内

鎌形建設（株） 香取郡多古町多古５９１番地 鎌形　憲一 土木一式工事 特定 A 県内

（有）神子建設 君津市久留里市場４４１番地１ 神子　哲也 建築一式工事 一般 B 市内

（有）神子設備 富津市海良３５６番地 神子　諭 水道施設工事 一般 C 市内

（有）神子設備 富津市海良３５６番地 神子　諭 管工事 一般 A 市内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 解体工事 特定 B 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 水道施設工事 特定 C 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 造園工事 特定 B 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 しゅんせつ工事 特定 C 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 ほ装工事 特定 A 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 鋼構造物工事 特定 C 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 管工事 特定 B 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 建築一式工事 特定 A 県内
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上條建設（株） 市川市若宮三丁目１番１８号 上條　憲司 土木一式工事 特定 A 県内

上松工業（株） 千葉市花見川区幕張町一丁目７６７５番地の４０ 歳田　文彦 防水工事 一般 A 県内

上村建設工業（株） 我孫子市天王台１丁目２４番１０号 上村　英生 建築一式工事 特定 A 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 解体工事 一般 C 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 造園工事 一般 B 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 塗装工事 一般 C 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 ほ装工事 一般 C 県内

（株）川上商事 茂原市御蔵芝１８０３番地２ 川上　稔彦 土木一式工事 一般 B 県内

川崎設備工業（株） 愛知県名古屋市中区大須一丁目６番４７号 廣江　勝志 管工事 特定 A 県内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 解体工事 特定 C 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 水道施設工事 特定 C 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 造園工事 一般 B 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 しゅんせつ工事 特定 C 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 ほ装工事 特定 A 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 管工事 一般 B 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）川島工業 君津市西原９６６番地 川島　雅晴 土木一式工事 特定 A 市内

川田建設（株） 東京都北区滝野川六丁目３番１号 川田　琢哉 水道施設工事 特定 A 県外

川田建設（株） 東京都北区滝野川六丁目３番１号 川田　琢哉 ほ装工事 特定 A 県外

川田建設（株） 東京都北区滝野川六丁目３番１号 川田　琢哉 鋼構造物工事 特定 A 県外

川田建設（株） 東京都北区滝野川六丁目３番１号 川田　琢哉 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

川田建設（株） 東京都北区滝野川六丁目３番１号 川田　琢哉 土木一式工事 特定 A 県外

川田工業（株） 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田　忠裕 鋼構造物工事 特定 A 県外

川田工業（株） 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田　忠裕 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

川田工業（株） 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田　忠裕 建築一式工事 特定 A 県外

川田工業（株） 富山県南砺市苗島４７６０番地 川田　忠裕 土木一式工事 特定 A 県外

（株）カワナ 鴨川市川代８番地 川名　康一 機械器具設置工事 一般 C 県内

（株）カワナ 鴨川市川代８番地 川名　康一 管工事 一般 B 県内

（株）カワナ 鴨川市川代８番地 川名　康一 電気工事 一般 C 県内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 解体工事 特定 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 水道施設工事 一般 B 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 造園工事 一般 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 塗装工事 一般 B 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 しゅんせつ工事 特定 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 ほ装工事 特定 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 鋼構造物工事 特定 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 管工事 一般 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 石工事 一般 B 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 建築一式工事 特定 B 市内

（株）川名工務店 君津市浦田１７番地 川名　良枝 土木一式工事 特定 A 市内
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カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 水道施設工事 特定 A 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 防水工事 特定 A 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 建築一式工事 特定 A 県外

カワナベ工業（株） 群馬県高崎市矢中町３１９番地６ 川鍋　太志 土木一式工事 特定 A 県外

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 水道施設工事 一般 C 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 ほ装工事 一般 C 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 鋼構造物工事 一般 C 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 管工事 一般 B 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）カワモト 君津市釜生３２７番地１ 朝生　幸子 土木一式工事 一般 C 市内

川本工業（株） 神奈川県横浜市中区寿町二丁目５番地の１ 川本　守彦 管工事 特定 A 県内

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 清掃施設工事 一般 C 県外

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 水道施設工事 一般 C 県外

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 機械器具設置工事 一般 C 県外

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 管工事 一般 B 県外

（株）カンエイメンテナンス 埼玉県行田市桜町一丁目６番１０号 山田　正巳 電気工事 一般 A 県外

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 解体工事 特定 C 県外

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）環境管理センター 東京都八王子市散田町三丁目７番２３号 水落　憲吾 土木一式工事 特定 B 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 清掃施設工事 一般 C 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 造園工事 一般 B 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 機械器具設置工事 一般 C 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 管工事 一般 B 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 電気工事 一般 B 県外

（株）環境技研 東京都杉並区南荻窪四丁目１１番１０号 古畑　大志 建築一式工事 一般 B 県外

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 ほ装工事 一般 C 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）環境サービス 千葉市稲毛区山王町１番地４５ 廣田　正人 土木一式工事 一般 C 県内

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 水道施設工事 特定 A 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 機械器具設置工事 特定 A 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 塗装工事 一般 B 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 しゅんせつ工事 一般 B 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 管工事 一般 A 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 電気工事 一般 A 県外

環境システム（株） 群馬県前橋市荻窪町７８５番地６ 吉澤　力 土木一式工事 一般 B 県外

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 消防施設工事 一般 B 県内

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 水道施設工事 特定 B 県内

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 機械器具設置工事 一般 A 県内

環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 管工事 特定 A 県内
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環境テクノス（株） 千葉市若葉区桜木六丁目２番２号 塚田　浩康 電気工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 水道施設工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 塗装工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 しゅんせつ工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 ほ装工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 管工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

管清工業（株） 東京都世田谷区上用賀一丁目７番３号 長谷川　健司 土木一式工事 特定 A 県内

神田通信機（株） 東京都千代田区神田富山町２４番地 神部　雅人 電気通信工事 特定 A 県内

関東建設工業（株） 群馬県太田市飯田町１５４７番地ＯＴＡスクエアビル７Ｆ 高橋　明 建築一式工事 特定 A 県内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 水道施設工事 一般 C 市内

（有）関東設備 君津市法木作一丁目５番１２号 鳥居　剛 管工事 一般 A 市内

関東電子（株） 千葉市中央区神明町５番地１５ 眞壁　利広 電気通信工事 一般 B 県内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 電気通信工事 一般 B 市内

（株）関東電子木更津 木更津市桜町二丁目７番５号 柴崎　肇 電気工事 一般 B 市内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 塗装工事 一般 A 県内

関東塗装工業（株） 千葉市中央区祐光四丁目１３番１４号 鈴木　良太 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 解体工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 水道施設工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 塗装工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 ほ装工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 管工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 石工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）カンナ 市原市青柳北二丁目５番地２１ 漢那　哲生 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 解体工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 造園工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 塗装工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 石工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ガイアート 東京都新宿区新小川町８番２７号 山本　健司 土木一式工事 特定 A 県内

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 解体工事 特定 A 県外

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 内装仕上工事 特定 A 県外

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 ほ装工事 特定 A 県外

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外
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木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 建築一式工事 特定 A 県外

木内建設（株） 静岡県静岡市駿河区国吉田一丁目７番３７号 木内　藤丈 土木一式工事 特定 A 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 水道施設工事 特定 B 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 電気通信工事 特定 B 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 塗装工事 特定 A 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 ほ装工事 特定 A 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 鋼構造物工事 特定 B 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 電気工事 特定 A 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

菊水建設（株） 東京都葛飾区青戸八丁目２番１８号 横江　直幸 土木一式工事 特定 B 県外

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 水道施設工事 一般 C 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 ほ装工事 一般 C 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 管工事 一般 B 市内

（一財）木更津市水道サービスセンター 木更津市潮見二丁目８番地 和田　啓 土木一式工事 一般 C 市内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 解体工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 水道施設工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 塗装工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 ほ装工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 石工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１丁目１３番１号 北川　隆明 土木一式工事 特定 A 県内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 解体工事 特定 B 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 水道施設工事 特定 B 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 造園工事 特定 B 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 防水工事 特定 B 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 ほ装工事 特定 A 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 鋼構造物工事 特定 B 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 管工事 特定 A 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 建築一式工事 特定 A 市内

（株）北袖商事 袖ケ浦市蔵波台７丁目９番地３ 在原　博 土木一式工事 特定 A 市内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 解体工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 水道施設工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 ほ装工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 鋼構造物工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 建築一式工事 特定 A 県内

北野建設（株） 長野県長野市県町５２４番地 北野　貴裕 土木一式工事 特定 A 県内

（株）北原防災 千葉市中央区仁戸名町７０２番地 北原　剛志 消防施設工事 一般 A 県内

（株）北本組 市川市曽谷四丁目７番１号 北本　親平 水道施設工事 一般 C 県内

（株）北本組 市川市曽谷四丁目７番１号 北本　親平 管工事 一般 B 県内
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機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 水道施設工事 特定 A 県外

機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 しゅんせつ工事 特定 A 県外

機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 ほ装工事 特定 A 県外

機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 鋼構造物工事 特定 A 県外

機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

機動建設工業（株） 大阪府大阪市福島区福島４丁目６番３１号 中野　正明 土木一式工事 特定 A 県外

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 造園工事 一般 C 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 ほ装工事 一般 C 市内

（有）君津運輸建設 君津市大和田５８０番地 武田　富士子 土木一式工事 一般 B 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 水道施設工事 一般 C 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 ほ装工事 一般 B 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 管工事 一般 B 市内

（株）君津水道サービスセンター 君津市久保三丁目１２番８号 笹本　一彦 土木一式工事 一般 C 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 水道施設工事 一般 C 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 管工事 一般 B 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）君津清掃設備工業 袖ケ浦市横田３９５４番地 松尾　昭憲 土木一式工事 一般 C 市内

（株）キミツ鐵構建設 木更津市中央一丁目５番９号 松本　信夫 解体工事 特定 A 市内

（株）キミツ鐵構建設 木更津市中央一丁目５番９号 松本　信夫 防水工事 特定 A 市内

（株）キミツ鐵構建設 木更津市中央一丁目５番９号 松本　信夫 塗装工事 特定 B 市内

（株）キミツ鐵構建設 木更津市中央一丁目５番９号 松本　信夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）キミツ鐵構建設 木更津市中央一丁目５番９号 松本　信夫 建築一式工事 特定 A 市内

（株）君津特殊 富津市千種新田８７９番地 遠藤　和夫 解体工事 特定 B 市内

（株）君津特殊 富津市千種新田８７９番地 遠藤　和夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）君津特殊 富津市千種新田８７９番地 遠藤　和夫 土木一式工事 特定 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 解体工事 一般 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 水道施設工事 一般 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 ほ装工事 一般 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 鋼構造物工事 一般 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

君津リース（株） 君津市郡２６５番地２ 青木　逸郎 土木一式工事 一般 A 市内

キミデン工業（株） 君津市北子安一丁目１０番３３号 内山　博 機械器具設置工事 一般 B 市内

キミデン工業（株） 君津市北子安一丁目１０番３３号 内山　博 電気工事 特定 A 市内

（株）木村建設 千葉市中央区南町二丁目１９番７号 田中　充 電気工事 特定 A 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 解体工事 特定 A 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 水道施設工事 特定 C 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 塗装工事 特定 C 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 しゅんせつ工事 特定 C 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 ほ装工事 特定 B 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 鋼構造物工事 特定 C 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 石工事 特定 C 県内
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（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

（株）木谷工業 流山市前ヶ崎４１１番地１ 木谷　豊武 土木一式工事 特定 B 県内

（株）九電工 福岡県福岡市南区那の川一丁目２３番３５号 佐藤　尚文 電気通信工事 特定 A 県外

（株）九電工 福岡県福岡市南区那の川一丁目２３番３５号 佐藤　尚文 管工事 特定 A 県外

（株）九電工 福岡県福岡市南区那の川一丁目２３番３５号 佐藤　尚文 電気工事 特定 A 県外

共栄電設（株） 木更津市請西東四丁目１５番地１ 前田　光紀 管工事 一般 B 市内

共栄電設（株） 木更津市請西東四丁目１５番地１ 前田　光紀 電気工事 特定 A 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 水道施設工事 特定 A 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 ほ装工事 特定 A 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 管工事 特定 A 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）協同建設 君津市外箕輪二丁目２４番３号 鶴岡　慎一郎 土木一式工事 特定 A 市内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 解体工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 水道施設工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 建具工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 熱絶縁工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 内装仕上工事 一般 B 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 防水工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 塗装工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 ガラス工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 板金工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 ほ装工事 一般 B 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 鋼構造物工事 一般 A 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 屋根工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 石工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 左官工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 大工工事 一般 C 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 建築一式工事 一般 B 県内

（株）協同工芸社 千葉市美浜区新港１５２番地 箕輪　晃 土木一式工事 一般 B 県内

共立電設（株） 船橋市西船三丁目６番３号 植草　宏介 消防施設工事 一般 A 県内

共立電設（株） 船橋市西船三丁目６番３号 植草　宏介 電気工事 特定 A 県内

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 解体工事 特定 B 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 清掃施設工事 特定 A 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 水道施設工事 特定 A 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 機械器具設置工事 特定 A 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 管工事 特定 A 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 電気工事 特定 A 県外
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共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 建築一式工事 特定 B 県外

共和化工（株） 東京都品川区西五反田７丁目２５番１９号 吉村　俊治 土木一式工事 特定 A 県外

協和機電工業（株） 長崎県長崎市川口町１０番２号 坂井　崇俊 水道施設工事 特定 A 県外

協和機電工業（株） 長崎県長崎市川口町１０番２号 坂井　崇俊 機械器具設置工事 特定 A 県外

協和機電工業（株） 長崎県長崎市川口町１０番２号 坂井　崇俊 電気工事 特定 A 県外

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 解体工事 特定 C 県内

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

協和クリーン（株） 千葉市中央区蘇我町二丁目９３５番地４ 徳山　富美子 建築一式工事 特定 C 県内

共和建設（株） 木更津市大寺１０７５番地 山田　和幸 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

共和建設（株） 木更津市大寺１０７５番地 山田　和幸 建築一式工事 一般 A 市内

共和建設（株） 木更津市大寺１０７５番地 山田　和幸 土木一式工事 一般 B 市内

協和建装工業（株） 八千代市米本２１６２番地 保田　隆 内装仕上工事 一般 C 県内

協和建装工業（株） 八千代市米本２１６２番地 保田　隆 防水工事 一般 C 県内

協和建装工業（株） 八千代市米本２１６２番地 保田　隆 塗装工事 一般 A 県内

協和建装工業（株） 八千代市米本２１６２番地 保田　隆 建築一式工事 一般 B 県内

共和工業（株） 船橋市藤原六丁目３３番１号 池田　季史 水道施設工事 一般 C 県内

共和工業（株） 船橋市藤原六丁目３３番１号 池田　季史 管工事 一般 A 県内

共和工業（株） 船橋市藤原六丁目３３番１号 池田　季史 土木一式工事 一般 C 県内

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電気通信工事 特定 A 県外

協和テクノロジィズ（株） 大阪府大阪市北区中崎一丁目２番２３号 十河　元太郎 電気工事 特定 A 県外

共和電気工事（株） 木更津市畑沢二丁目３７番７号 岩田　真 電気工事 特定 A 市内

共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５番１９号 橋本　正明 解体工事 C 県外

共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５番１９号 橋本　正明 機械器具設置工事 特定 A 県外

共和メンテナンス（株） 東京都品川区西五反田七丁目２５番１９号 橋本　正明 管工事 特定 A 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 清掃施設工事 特定 A 県外

極東開発工業（株） 兵庫県西宮市甲子園口六丁目１番４５号 布原　達也 機械器具設置工事 特定 A 県外

極東興和（株） 広島県広島市東区光町二丁目６番３１号 山根　隆志 水道施設工事 特定 A 県外

極東興和（株） 広島県広島市東区光町二丁目６番３１号 山根　隆志 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

極東興和（株） 広島県広島市東区光町二丁目６番３１号 山根　隆志 土木一式工事 特定 A 県外

清田軌道工業（株）　 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 清田　穣 水道施設工事 特定 A 県外

清田軌道工業（株）　 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 清田　穣 ほ装工事 特定 A 県外

清田軌道工業（株）　 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 清田　穣 鋼構造物工事 特定 A 県外

清田軌道工業（株）　 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 清田　穣 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

清田軌道工業（株）　 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 清田　穣 土木一式工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 水道施設工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電気通信工事 一般 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 しゅんせつ工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 ほ装工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 鋼構造物工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 電気工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 石工事 特定 A 県外
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桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

桐井電設工業（株） 東京都江戸川区西瑞江五丁目４番９ 桐井　義則 土木一式工事 特定 A 県外

キングランリニューアル（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 堤　大輔 管工事 特定 A 県外

キングランリニューアル（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 堤　大輔 電気工事 一般 B 県外

キングランリニューアル（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目１０番地 堤　大輔 建築一式工事 特定 A 県外

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電気通信工事 特定 A 県内

（株）きんでん 大阪府大阪市北区本庄東二丁目３番４１号 上坂　隆勇 電気工事 特定 A 県内

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 消防施設工事 一般 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 水道施設工事 特定 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 電気通信工事 一般 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 機械器具設置工事 特定 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 ほ装工事 特定 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 管工事 特定 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 電気工事 特定 A 県外

クシダ工業（株） 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 串田　洋介 土木一式工事 特定 A 県外

工藤建設（株） 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目３３番地１０ 工藤　英司 解体工事 特定 A 県外

工藤建設（株） 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目３３番地１０ 工藤　英司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

工藤建設（株） 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目３３番地１０ 工藤　英司 建築一式工事 特定 A 県外

工藤建設（株） 神奈川県横浜市青葉区新石川四丁目３３番地１０ 工藤　英司 土木一式工事 特定 A 県外

工藤電機工業（株） 柏市新柏一丁目１６番地１２ 工藤　賢作 電気工事 特定 A 県内

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 水道施設工事 特定 A 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 管工事 特定 A 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 電気工事 特定 A 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 建築一式工事 特定 A 県外

（株）クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 土木一式工事 特定 A 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 水道施設工事 特定 A 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 機械器具設置工事 特定 A 県外

クボタ環境エンジニアリング（株） 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　浩一 管工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 解体工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 水道施設工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 防水工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 塗装工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 ほ装工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 管工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 屋根工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 建築一式工事 特定 A 県外

（株）クボタ建設 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 内田　睦雄 土木一式工事 特定 A 県外
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久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 防水工事 特定 A 県内

久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 塗装工事 特定 A 県内

久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 鋼構造物工事 特定 B 県内

久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 建築一式工事 特定 A 県内

久保塗装（株） 市川市八幡二丁目３番１６号 久保　栄一 土木一式工事 特定 B 県内

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 解体工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 消防施設工事 一般 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 水道施設工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 造園工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 防水工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 塗装工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 ほ装工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 管工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 電気工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 屋根工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 建築一式工事 特定 A 県外

（株）熊谷組 東京都新宿区津久戸町２番１号 櫻野　泰則 土木一式工事 特定 A 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 解体工事 一般 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 建具工事 特定 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 電気通信工事 特定 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 機械器具設置工事 一般 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 内装仕上工事 特定 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 防水工事 一般 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 塗装工事 一般 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 鋼構造物工事 特定 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 電気工事 特定 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 とび・土工・コンクリート工事 一般 県外

（株）クマヒラ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 渡邉　秀隆 建築一式工事 特定 県外

栗原工業（株） 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番２４号 横井　正温 管工事 特定 A 県内

栗原工業（株） 大阪府大阪市北区南森町１丁目４番２４号 横井　正温 電気工事 特定 A 県内

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 解体工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 消防施設工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 電気通信工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 管工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 電気工事 特定 A 県外
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（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）クリマテック 東京都新宿区富久町１０番５号 前原　邦彦 建築一式工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 水道施設工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 管工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 電気工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 建築一式工事 特定 A 県外

（株）栗本鐵工所 大阪府大阪市西区北堀江一丁目１２番１９号 菊本　一高 土木一式工事 特定 A 県外

クリモトパイプエンジニアリング（株） 大阪府住之江区泉２丁目１番６４号 原田　新 水道施設工事 特定 C 県外

クリモトパイプエンジニアリング（株） 大阪府住之江区泉２丁目１番６４号 原田　新 管工事 一般 B 県外

クリモトパイプエンジニアリング（株） 大阪府住之江区泉２丁目１番６４号 原田　新 土木一式工事 特定 B 県外

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 解体工事 一般 B 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 水道施設工事 一般 C 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 ほ装工事 一般 A 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 建築一式工事 一般 B 市内

（株）桑田工務店 君津市久留里市場８８９番地の２ 桑田　幹夫 土木一式工事 一般 A 市内

（株）グリーンスポーツ建設 東京都台東区浅草橋三丁目３２番３号 福田　善彦 造園工事 一般 B 県外

（株）グリーンスポーツ建設 東京都台東区浅草橋三丁目３２番３号 福田　善彦 塗装工事 一般 C 県外

（株）グリーンスポーツ建設 東京都台東区浅草橋三丁目３２番３号 福田　善彦 ほ装工事 一般 B 県外

（株）グリーンスポーツ建設 東京都台東区浅草橋三丁目３２番３号 福田　善彦 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

（株）グリーンスポーツ建設 東京都台東区浅草橋三丁目３２番３号 福田　善彦 土木一式工事 一般 B 県外

ケーアンドイー（株） 東京都千代田区富士見二丁目七番二号ステージビルディング１５階 岩間　和久 管工事 特定 A 県外

ケーアンドイー（株） 東京都千代田区富士見二丁目七番二号ステージビルディング１５階 岩間　和久 電気工事 特定 A 県外

ケーアンドイー（株） 東京都千代田区富士見二丁目七番二号ステージビルディング１５階 岩間　和久 建築一式工事 特定 A 県外

（株）ケーアンドエス 東京都大田区大森中二丁目１０番１１号 笠井　孝光 機械器具設置工事 一般 C 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 機械器具設置工事 一般 A 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 内装仕上工事 一般 A 県外

ＫＳＳ（株） 東京都武蔵村山市伊奈平一丁目７０番２号 深澤　重幸 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 解体工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 内装仕上工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 防水工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 ほ装工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 鋼構造物工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 管工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 電気工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 建築一式工事 特定 A 県内

京成建設（株） 船橋市宮本四丁目１７番３号 坂齊　和彦 土木一式工事 特定 A 県内
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京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 造園工事 特定 A 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 ほ装工事 特定 A 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

京成バラ園芸（株） 八千代市大和田新田７５５番地 諸川　良太 土木一式工事 特定 B 県内

（有）ケイ・テック 富津市二間塚９４１番地 多田　勇 管工事 一般 B 市内

（有）ケイ・テック 富津市二間塚９４１番地 多田　勇 土木一式工事 一般 C 市内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 解体工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 機械器具設置工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 内装仕上工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 塗装工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 管工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 電気工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 屋根工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 大工工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 建築一式工事 一般 A 県内

（株）ケイハイ 船橋市市場三丁目１７番１号 福本　英敏 土木一式工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 解体工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 消防施設工事 一般 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 水道施設工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 造園工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 電気通信工事 一般 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 熱絶縁工事 一般 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 機械器具設置工事 一般 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 塗装工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 ほ装工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 鋼構造物工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 管工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 電気工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 建築一式工事 特定 A 県内

京葉ガスエナジーソリューション（株） 市川市鬼高四丁目３番５号 吉岡　比呂志 土木一式工事 特定 A 県内

京葉工管（株） 千葉市美浜区新港１３９番地の２ 内藤　定雄 水道施設工事 特定 A 県内

京葉工管（株） 千葉市美浜区新港１３９番地の２ 内藤　定雄 ほ装工事 特定 A 県内

京葉工管（株） 千葉市美浜区新港１３９番地の２ 内藤　定雄 管工事 特定 A 県内

京葉工管（株） 千葉市美浜区新港１３９番地の２ 内藤　定雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内
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京葉工管（株） 千葉市美浜区新港１３９番地の２ 内藤　定雄 土木一式工事 特定 A 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）京葉整管 千葉市中央区東本町１４番３３号 内山　丈史 土木一式工事 一般 B 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 解体工事 特定 A 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 ほ装工事 特定 A 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 管工事 特定 A 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 建築一式工事 特定 A 県内

京葉都市開発（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 酒向　博 土木一式工事 特定 A 県内

謙システム（株） 山武市板川３１７番地３３ 守屋　康博 水道施設工事 一般 C 県内

謙システム（株） 山武市板川３１７番地３３ 守屋　康博 ほ装工事 一般 C 県内

謙システム（株） 山武市板川３１７番地３３ 守屋　康博 管工事 一般 B 県内

謙システム（株） 山武市板川３１７番地３３ 守屋　康博 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

謙システム（株） 山武市板川３１７番地３３ 守屋　康博 土木一式工事 一般 C 県内

建設塗装工業（株） 東京都千代田区鍛冶町二丁目６番１号 相澤　文也 塗装工事 特定 A 県外

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 解体工事 特定 B 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 内装仕上工事 特定 C 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 防水工事 特定 A 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 塗装工事 特定 C 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 ほ装工事 特定 A 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 建築一式工事 特定 A 市内

（株）ケンソー 木更津市文京六丁目１１番１６号 重田　敏雄 土木一式工事 特定 B 市内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 しゅんせつ工事 一般 B 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 ほ装工事 一般 B 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 管工事 一般 A 県内

（株）建総 市川市原木三丁目１８番９号 安部　拓哉 土木一式工事 一般 B 県内

公営事業（株） 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 林　康夫 管工事 一般 A 県内

公営事業（株） 東京都中野区中野三丁目５０番１１号 林　康夫 電気工事 一般 B 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 機械器具設置工事 一般 A 県内

光伸（株） 大阪府大阪市鶴見区鶴見六丁目９番２６号 川崎　義徳 管工事 一般 A 県内

光進電気工業（株） 東京都目黒区自由が丘１丁目２０番１９号 木村　久年 電気通信工事 一般 B 県外

光進電気工業（株） 東京都目黒区自由が丘１丁目２０番１９号 木村　久年 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 解体工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 水道施設工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 ほ装工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 建築一式工事 特定 A 県内

（株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 土木一式工事 特定 A 県内
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コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 造園工事 特定 A 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 塗装工事 特定 A 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 ほ装工事 特定 A 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 鋼構造物工事 特定 A 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

コウフ・フィールド（株） 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目１９番２５号 加治木　英隆 土木一式工事 特定 A 県外

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 解体工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 水道施設工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 電気通信工事 一般 A 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 ほ装工事 一般 B 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 鋼構造物工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 電気工事 特定 A 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 石工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）光洋 千葉市中央区中央港一丁目１２番１０号 里中　祐介 土木一式工事 一般 B 県内

広洋産業（株） 東京都豊島区南大塚三丁目３０番３号南大塚アロービル２Ｆ 中村　洋祐 機械器具設置工事 一般 A 県外

高率電設（株） 千葉市稲毛区緑町１丁目５番８号 小川　力 電気工事 特定 A 県内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 解体工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 水道施設工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 ほ装工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 鋼構造物工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 管工事 一般 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 石工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

興和建設（株） 木更津市桜井５７１番地 渡邉　愼司 土木一式工事 特定 A 市内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 清掃施設工事 一般 A 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 水道施設工事 特定 C 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 塗装工事 特定 C 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 ほ装工事 特定 B 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 管工事 特定 A 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 電気工事 一般 B 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 石工事 特定 C 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 建築一式工事 一般 B 県内

（株）佼和テクノス 市原市能満２１４３番地７５ 神田　眞一 土木一式工事 特定 B 県内

小金設備工業（株） 館山市西長田３７０番地 小金　好隆 消防施設工事 一般 A 県内

小金設備工業（株） 館山市西長田３７０番地 小金　好隆 水道施設工事 一般 A 県内

小金設備工業（株） 館山市西長田３７０番地 小金　好隆 管工事 特定 A 県内
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古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 解体工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 水道施設工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 内装仕上工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 防水工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 塗装工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 しゅんせつ工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 ほ装工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 鋼構造物工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 管工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 電気工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 石工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 建築一式工事 特定 A 県外

古久根建設（株） 東京都文京区音羽一丁目１番１号 油井　幸雄 土木一式工事 特定 A 県外

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 解体工事 特定 B 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 内装仕上工事 一般 C 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 防水工事 一般 A 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 塗装工事 一般 C 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 ほ装工事 一般 B 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 鋼構造物工事 一般 C 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 市内

（株）小島建設 富津市西大和田１２８５番地 小嶌　良三 建築一式工事 特定 A 市内

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 水道施設工事 特定 A 県外

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 鋼構造物工事 特定 A 県外

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 管工事 一般 A 県外

コスモ工機（株） 東京都港区西新橋三丁目９番５号 加藤　正明 土木一式工事 特定 A 県外

（株）小林商事 大阪府大阪市西区新町一丁目３２番１６号 南野　真治 水道施設工事 特定 A 県外

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 造園工事 一般 A 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 ほ装工事 一般 B 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（有）小林大正園 木更津市菅生１３４番地 小林　融 土木一式工事 一般 B 市内

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 解体工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 水道施設工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 ほ装工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 建築一式工事 特定 A 県外

（株）小俣組 神奈川県横浜市南区新川町五丁目２８番地 小俣　順一 土木一式工事 特定 A 県外

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 解体工事 特定 A 県内

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 水道施設工事 特定 A 県内

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 しゅんせつ工事 特定 A 県内
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（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 ほ装工事 特定 A 県内

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 管工事 一般 A 県内

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）小松土建 山武郡九十九里町片貝３８２３番地 小松　隆弘 土木一式工事 特定 A 県内

小峯電業（株） 千葉市若葉区殿台町１２７番地１ 小峯　健一 電気工事 特定 A 準市内

（株）子安電気工業 君津市北子安二丁目９番１８号 石井　宏明 消防施設工事 一般 B 市内

（株）子安電気工業 君津市北子安二丁目９番１８号 石井　宏明 電気通信工事 一般 B 市内

（株）子安電気工業 君津市北子安二丁目９番１８号 石井　宏明 電気工事 一般 A 市内

金剛（株） 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 田中　稔彦 機械器具設置工事 一般 A 県外

金剛（株） 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 田中　稔彦 内装仕上工事 一般 A 県外

金剛（株） 熊本県熊本市西区上熊本三丁目８番１号 田中　稔彦 鋼構造物工事 一般 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 解体工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 防水工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 塗装工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 左官工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 建築一式工事 特定 A 県外

（株）コンステック 大阪府大阪市中央区北浜東４番３３号 安部　俊彦 土木一式工事 特定 A 県外

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 管工事 一般 B 市内

（有）近藤電設 袖ケ浦市阿部１３番地 近藤　富美子 電気工事 一般 B 市内

（株）合田工務店 香川県高松市天神前９番５号 森田　紘一 建築一式工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 建具工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 内装仕上工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 防水工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 塗装工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

呉光塗装（株） 松戸市中根長津町２５番地 奥野　眞一 建築一式工事 特定 A 県内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 解体工事 一般 C 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 造園工事 一般 A 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 ほ装工事 一般 B 市内

（有）五平建設工業 富津市富津１７４１番地 渡邊　俊一 土木一式工事 一般 A 市内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 解体工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 水道施設工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 内装仕上工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 しゅんせつ工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 ほ装工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 鋼構造物工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 屋根工事 特定 A 県内
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五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 石工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 大工工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 建築一式工事 特定 A 県内

五洋建設（株） 東京都文京区後楽二丁目２番８号 清水　琢三 土木一式工事 特定 A 県内

斎久工業（株） 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 佐藤　政美 管工事 特定 A 県内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 解体工事 特定 A 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 防水工事 特定 B 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 塗装工事 特定 B 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 ほ装工事 一般 A 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 鋼構造物工事 特定 B 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 建築一式工事 特定 A 市内

斉藤建設（有） 木更津市新田二丁目７番３３号 齊藤　美恵子 土木一式工事 一般 B 市内

（株）齊藤鑿泉管工 八千代市米本３２０９番地 齊藤　真啓 水道施設工事 一般 B 県内

（株）齊藤鑿泉管工 八千代市米本３２０９番地 齊藤　真啓 さく井工事 特定 A 県内

（株）齊藤鑿泉管工 八千代市米本３２０９番地 齊藤　真啓 管工事 特定 A 県内

（株）齊藤鑿泉管工 八千代市米本３２０９番地 齊藤　真啓 土木一式工事 特定 A 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 消防施設工事 一般 B 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 管工事 一般 A 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 電気工事 一般 B 県内

（株）斉藤設備 成田市橋賀台一丁目４５番地の１ 齊藤　菜緒子 土木一式工事 一般 B 県内

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 水道施設工事 特定 A 県外

西戸崎興産（株） 福岡県福岡市東区大岳２丁目１番１号 坂本　博志 防水工事 一般 A 県外

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 消防施設工事 特定 A 県外

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 電気通信工事 一般 A 県外

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 管工事 一般 A 県外

（株）サイボウ 埼玉県さいたま市見沼区卸町二丁目６番１５号 結城　剛 電気工事 一般 A 県外

（株）佐栄電気 佐倉市上志津１０３２番地９ 佐藤　寛 電気工事 特定 A 県内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 解体工事 特定 A 市内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 防水工事 特定 C 市内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 塗装工事 特定 B 市内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 市内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 建築一式工事 特定 A 市内

（株）三枝建設 木更津市笹子９８番地 三枝　正和 土木一式工事 一般 B 市内

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 解体工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 水道施設工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 造園工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 しゅんせつ工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 ほ装工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 鋼構造物工事 特定 A 県外
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坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 電気工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 建築一式工事 特定 A 県外

坂田建設（株） 東京都墨田区本所三丁目２１番１０号 山下　信夫 土木一式工事 特定 A 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 機械器具設置工事 一般 C 県外

サガミ計測（株） 神奈川県相模原市南区下溝１８９２番地１ 蒔田　建 電気工事 一般 C 県外

桜井設備工業（株） 木更津市祇園四丁目１７番６号 櫻井　伸治 消防施設工事 一般 B 市内

桜井設備工業（株） 木更津市祇園四丁目１７番６号 櫻井　伸治 水道施設工事 一般 B 市内

桜井設備工業（株） 木更津市祇園四丁目１７番６号 櫻井　伸治 管工事 特定 A 市内

桜井設備工業（株） 木更津市祇園四丁目１７番６号 櫻井　伸治 土木一式工事 一般 B 市内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 解体工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 防水工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 塗装工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 ほ装工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 建築一式工事 特定 A 県内

（株）笹原工務店 市原市ちはら台西二丁目８番２ 笹原　孝志 土木一式工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 解体工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 水道施設工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 造園工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 内装仕上工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 防水工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 塗装工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 しゅんせつ工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 ほ装工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 鋼構造物工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 管工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 電気工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 屋根工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 石工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 左官工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 大工工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 建築一式工事 特定 A 県内

佐藤工業（株） 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号 平間　宏 土木一式工事 特定 A 県内

佐藤鉄工（株） 富山県中新川郡立山町鉾木２２０番地 坂本　良文 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）里見電気水道設備 君津市常代六丁目１番２２号 栗原　幸一郎 水道施設工事 一般 C 市内

（株）里見電気水道設備 君津市常代六丁目１番２２号 栗原　幸一郎 管工事 一般 B 市内

（株）里見電気水道設備 君津市常代六丁目１番２２号 栗原　幸一郎 電気工事 一般 B 市内

サノヤス・エンテック（株） 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７番１７号 浅尾　洋光 機械器具設置工事 特定 A 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 機械器具設置工事 一般 A 県外
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サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 管工事 一般 A 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 電気工事 一般 B 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

サンエー工業（株） 東京都練馬区羽沢三丁目３９番１号 浦矢　英雄 土木一式工事 特定 B 県外

三機環境サービス（株） 神奈川県大和市中央林間七丁目１０番１号 松本　昌彦 水道施設工事 特定 A 県外

三機環境サービス（株） 神奈川県大和市中央林間七丁目１０番１号 松本　昌彦 機械器具設置工事 特定 A 県外

三機環境サービス（株） 神奈川県大和市中央林間七丁目１０番１号 松本　昌彦 管工事 特定 A 県外

三喜技研工業（株） 東京都立川市砂川町八丁目６０番地の１６ 池田　雄毅 土木一式工事 特定 A 県外

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 消防施設工事 一般 A 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 管工事 一般 B 県内

（株）サンキコーポレーション 千葉市美浜区真砂一丁目４番２４号 佐藤　忠禎 電気工事 一般 B 県内

三機工業（株） 東京都中央区明石町８番１号 石田　博一 水道施設工事 特定 A 県外

三機工業（株） 東京都中央区明石町８番１号 石田　博一 機械器具設置工事 特定 A 県外

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 水道施設工事 特定 A 県外

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 さく井工事 特定 A 県外

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 機械器具設置工事 特定 A 県外

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 管工事 特定 A 県外

三協工業（株） 東京都品川区西五反田七丁目２０番１１号 高橋　和靖 電気工事 特定 A 県外

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 鋼構造物工事 特定 A 県内

三協フロンテア（株） 柏市新十余二５番地 長妻　貴嗣 建築一式工事 特定 A 県内

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 電気通信工事 特定 A 県外

（株）三技協 神奈川県横浜市都筑区池辺町字山王前４５０９番地 仙石　泰一 電気工事 特定 A 県外

（株）三建 東京都練馬区田柄二丁目４９番１０号 太田　茂子 造園工事 一般 B 県外

（株）三建 東京都練馬区田柄二丁目４９番１０号 太田　茂子 土木一式工事 一般 A 県外

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 水道施設工事 特定 B 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 ほ装工事 特定 A 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 管工事 一般 A 県内

（株）サンケン 松戸市金ケ作３９４番地１２ 上瀧　裕之 土木一式工事 特定 A 県内

（株）三晃空調 大阪府大阪市北区西天満三丁目１３番２０号 齋藤　昌宏 管工事 特定 A 県外

三辰精工（株） 東京都江戸川区船堀四丁目１２番１０号 本間　雅剛 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）サンテック 東京都千代田区二番町３番地１３ 加藤　剛志 電気工事 特定 A 県内

山谷塗装（株） 東京都渋谷区代々木一丁目４３番７号 笠井　俊一 塗装工事 特定 A 県外

山旺建設（株） 愛知県西尾市花ノ木町１丁目８番地 山崎　克弥 建築一式工事 特定 A 県外

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 解体工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 水道施設工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 塗装工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 しゅんせつ工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 ほ装工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 鋼構造物工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 石工事 特定 A 準市内

山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 準市内
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山陽建設（株） 広島県三原市宮沖一丁目１３番７号 深山　隆一 土木一式工事 特定 A 準市内

（有）産洋設備 木更津市吾妻一丁目１番３３号 田渕　良志 管工事 一般 A 市内

（有）産洋設備 木更津市吾妻一丁目１番３３号 田渕　良志 土木一式工事 一般 C 市内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 電気通信工事 特定 A 県内

サンワコムシスエンジニアリング（株） 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 佐藤　謙一 電気工事 特定 A 県内

三和シヤッター工業（株） 東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 高山　盟司 建具工事 一般 A 県内

三和シヤッター工業（株） 東京都板橋区新河岸二丁目３番５号 高山　盟司 内装仕上工事 一般 A 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 機械器具設置工事 一般 A 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 管工事 特定 A 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 電気工事 一般 A 県内

三和総業（株） 成田市東和田５５７番地 小倉　理恵 土木一式工事 一般 A 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 ほ装工事 一般 A 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 管工事 一般 A 県内

（株）三和総合工業 柏市酒井根四丁目９番２０号 赤地　浩 土木一式工事 一般 A 県内

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 電気通信工事 一般 A 県外

三和通信工業（株） 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目９番１号 岸村　智志 電気工事 一般 B 県外

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 管工事 一般 A 準市内

（株）三和電設 市原市若宮一丁目１１番地１１ 南山　和也 電気工事 特定 A 準市内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 機械器具設置工事 一般 県内

ＣＰＳ機電（株） 千葉市緑区あすみが丘九丁目５４番地１４ 横山　謙治 電気工事 一般 県内

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 解体工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 水道施設工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 建具工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 熱絶縁工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 防水工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 塗装工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 ガラス工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 板金工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 ほ装工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 鉄筋工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 屋根工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 石工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 左官工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 大工工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 建築一式工事 特定 A 県外

（株）塩浜工業 福井県敦賀市観音町１２番１ 塩浜　都広 土木一式工事 特定 A 県外
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（株）システムハウスアールアンドシー 東京都品川区東大井二丁目１３番８号 木村　明文 建築一式工事 特定 A 県内

（株）篠田設備工業 木更津市中里５７６番地２ 篠田　賢 水道施設工事 一般 B 市内

（株）篠田設備工業 木更津市中里５７６番地２ 篠田　賢 管工事 一般 A 市内

（株）篠田設備工業 木更津市中里５７６番地２ 篠田　賢 土木一式工事 一般 B 市内

芝工業（株） 千葉市中央区本町三丁目３番１５号 野口　恭男 消防施設工事 特定 A 県内

芝工業（株） 千葉市中央区本町三丁目３番１５号 野口　恭男 管工事 特定 A 県内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 解体工事 特定 A 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 水道施設工事 特定 B 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 造園工事 一般 A 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 ほ装工事 特定 A 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 鋼構造物工事 特定 B 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 管工事 特定 A 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）シバサキ建設 袖ケ浦市三ツ作１４２９番地 柴崎　隼樹 土木一式工事 特定 A 市内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 解体工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 水道施設工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 防水工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 塗装工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 ほ装工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 鋼構造物工事 特定 B 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 建築一式工事 特定 A 県内

島田建設（株） 成田市公津の杜二丁目４２番地６ 島田　公子 土木一式工事 特定 A 県内

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 電気通信工事 特定 A 県外

島津システムソリューションズ（株） 京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町１番地 徳増　安則 電気工事 特定 A 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地 山本　靖則 管工事 特定 A 県外

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 解体工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 内装仕上工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 防水工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 塗装工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 しゅんせつ工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 ほ装工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 鋼構造物工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 管工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 電気工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 建築一式工事 特定 A 県内

清水建設（株） 東京都中央区京橋二丁目１６番１号 井上　和幸 土木一式工事 特定 A 県内

（株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８番地 小田　仁志 水道施設工事 一般 A 県外
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（株）清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町９２８番地 小田　仁志 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）清水商会 千葉市中央区仁戸名町４４０番地８ 清水　博 消防施設工事 一般 A 県内

（株）秀建 千葉市稲毛区山王町３０３番地２ 野原　秀行 建築一式工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 水道施設工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 塗装工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 ほ装工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 鋼構造物工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

ショーボンド建設（株） 東京都中央区日本橋箱崎町７番８号 岸本　達也 土木一式工事 特定 A 県内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 解体工事 一般 C 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 造園工事 一般 B 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 ほ装工事 一般 B 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

松愛造園（株） 富津市千種新田９５２番地 平野　繁博 土木一式工事 一般 B 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 解体工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 水道施設工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 機械器具設置工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 しゅんせつ工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 ほ装工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 鋼構造物工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 石工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

翔栄エンジニアリング（株） 木更津市請西南２丁目１０番地１号 關口　秀幸 土木一式工事 一般 C 市内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 解体工事 特定 A 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 水道施設工事 特定 B 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 ほ装工事 特定 A 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 鋼構造物工事 特定 B 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 管工事 特定 A 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

庄司工業（株） 東金市台方２０７８番地 宇津木　孝次 土木一式工事 特定 A 県内

（有）庄司水道 君津市中野一丁目８番２６号 庄司　冨雄 管工事 一般 A 市内

（株）勝電ユニテク 船橋市東船橋三丁目３９番１６号 後藤　好美 電気工事 特定 A 県内

昭和コンクリート工業（株） 岐阜県岐阜市香蘭一丁目１番地 村瀬　大一郎 水道施設工事 特定 A 県内

昭和コンクリート工業（株） 岐阜県岐阜市香蘭一丁目１番地 村瀬　大一郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

昭和コンクリート工業（株） 岐阜県岐阜市香蘭一丁目１番地 村瀬　大一郎 土木一式工事 特定 A 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 解体工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 水道施設工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 建具工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 熱絶縁工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 内装仕上工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 防水工事 特定 B 県内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 塗装工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 ガラス工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 板金工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 しゅんせつ工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 ほ装工事 特定 A 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 鉄筋工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 管工事 一般 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 屋根工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 石工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 左官工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 大工工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 建築一式工事 特定 B 県内

（株）昇和産業 千葉市稲毛区長沼原町５０５番地１ 窪　盛充 土木一式工事 特定 A 県内

昭和塗装（株） 市川市八幡三丁目１５番１３号 荒金　由紀子 防水工事 特定 A 県内

昭和塗装（株） 市川市八幡三丁目１５番１３号 荒金　由紀子 塗装工事 特定 A 県内

昭和塗装（株） 市川市八幡三丁目１５番１３号 荒金　由紀子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

昭和塗装（株） 市川市八幡三丁目１５番１３号 荒金　由紀子 建築一式工事 特定 A 県内

生涯スポーツ建設（株） 埼玉県さいたま市南区別所三丁目５番１２号 飯島　寛一 解体工事 特定 C 県外

生涯スポーツ建設（株） 埼玉県さいたま市南区別所三丁目５番１２号 飯島　寛一 造園工事 一般 B 県外

生涯スポーツ建設（株） 埼玉県さいたま市南区別所三丁目５番１２号 飯島　寛一 ほ装工事 特定 B 県外

生涯スポーツ建設（株） 埼玉県さいたま市南区別所三丁目５番１２号 飯島　寛一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

生涯スポーツ建設（株） 埼玉県さいたま市南区別所三丁目５番１２号 飯島　寛一 土木一式工事 特定 A 県外

（有）白石設備工業 富津市萩生１２００番地 白石　保之助 水道施設工事 一般 C 市内

（有）白石設備工業 富津市萩生１２００番地 白石　保之助 管工事 一般 B 市内

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 機械器具設置工事 一般 A 県外

白川舞台機構（株） 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９番地の１ 白川　裕司 電気工事 一般 B 県外

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 解体工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 水道施設工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 防水工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 塗装工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 しゅんせつ工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 ほ装工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 鋼構造物工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 管工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 建築一式工事 特定 A 県内

白幡興業（株） 館山市亀ケ原６８２番地３ 白幡　賢 土木一式工事 特定 A 県内

新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 しゅんせつ工事 特定 A 県内
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新栄工業（株） 松戸市金ケ作２４‐１ 安部　勝子 土木一式工事 特定 A 県内

（株）新栄電気 野田市山崎２７２１番地の２４ 中村　一雄 電気工事 一般 A 県内

新協工建（株） 市原市今津朝山８０番地３ 亀ケ谷　智美 ほ装工事 一般 B 県内

新協工建（株） 市原市今津朝山８０番地３ 亀ケ谷　智美 管工事 特定 A 県内

新協工建（株） 市原市今津朝山８０番地３ 亀ケ谷　智美 土木一式工事 一般 B 県内

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 岡村　勝也 水道施設工事 一般 A 県外

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 岡村　勝也 電気通信工事 特定 A 県外

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 岡村　勝也 機械器具設置工事 一般 A 県外

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 岡村　勝也 電気工事 特定 A 県外

シンク・エンジニアリング（株） 東京都目黒区自由が丘３丁目１６番１５号 岡村　勝也 土木一式工事 一般 A 県外

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 解体工事 特定 A 県内

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

シンコー（株） 千葉市中央区松ケ丘町２０番地４ 阿部　博文 土木一式工事 特定 B 県内

新晃アトモス（株） 東京都江東区新大橋一丁目１１番４号 内海　昭則 管工事 特定 A 県外

（株）神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番７８号 佐藤　幹雄 水道施設工事 特定 A 県外

（株）神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番７８号 佐藤　幹雄 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）神鋼環境ソリューション 兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目４番７８号 佐藤　幹雄 電気工事 特定 A 県外

（株）真工業 柏市大室２６５番地１３ 鈴木　真弓 解体工事 特定 A 県内

（株）真工業 柏市大室２６５番地１３ 鈴木　真弓 ほ装工事 特定 A 県内

（株）真工業 柏市大室２６５番地１３ 鈴木　真弓 建築一式工事 一般 B 県内

（株）真工業 柏市大室２６５番地１３ 鈴木　真弓 土木一式工事 特定 A 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 塗装工事 特定 A 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 ほ装工事 特定 A 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 電気工事 特定 A 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

信号器材（株） 神奈川県川崎市中原区市ノ坪１６０番地 前島　敏雄 土木一式工事 特定 A 県内

（株）新昭和 君津市東坂田四丁目３番３号 松田　芳彦 電気工事 特定 A 市内

（株）新昭和 君津市東坂田四丁目３番３号 松田　芳彦 建築一式工事 特定 A 市内

（株）新昭和 君津市東坂田四丁目３番３号 松田　芳彦 土木一式工事 特定 A 市内

（有）伸常興業 東京都墨田区東向島六丁目１６番１０号 寺沢　常仁 水道施設工事 一般 B 県外

新生テクノス（株） 東京都港区芝五丁目２９番１１号 長田　豊 消防施設工事 一般 A 県外

新生テクノス（株） 東京都港区芝五丁目２９番１１号 長田　豊 電気通信工事 特定 A 県外

新生テクノス（株） 東京都港区芝五丁目２９番１１号 長田　豊 電気工事 特定 A 県外

新泉産業東日本（株） 野田市目吹６１７番地２２ 廣橋　肇 水道施設工事 一般 B 県内

新泉産業東日本（株） 野田市目吹６１７番地２２ 廣橋　肇 機械器具設置工事 一般 C 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 解体工事 特定 A 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 水道施設工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 防水工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 塗装工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 しゅんせつ工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 ほ装工事 特定 A 県内
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新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 鋼構造物工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 石工事 特定 B 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 建築一式工事 特定 A 県内

新千葉建設（株） 市原市今津朝山３７３番地１ 菊地　政廣 土木一式工事 特定 A 県内

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 電気通信工事 特定 A 県外

（株）進藤電機 秋田県大仙市土川字半道寺西野８番地 進藤　隆 電気工事 特定 A 県外

新日本建設（株） 千葉市美浜区ひび野一丁目４番３ 高見　克司 解体工事 特定 A 県内

新日本建設（株） 千葉市美浜区ひび野一丁目４番３ 高見　克司 建築一式工事 特定 A 県内

新日本建設（株） 千葉市美浜区ひび野一丁目４番３ 高見　克司 土木一式工事 特定 A 県内

新日本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 冨田　健二 水道施設工事 特定 A 県外

新日本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 冨田　健二 塗装工事 特定 B 県外

新日本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 冨田　健二 鋼構造物工事 特定 A 県外

新日本工業（株） 愛知県名古屋市昭和区吹上町二丁目１番地５ 冨田　健二 土木一式工事 特定 B 県外

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 解体工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 水道施設工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 ほ装工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 管工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）進日本工業 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ＷＢＧマリブウエスト２０Ｆ 臼倉　大介 土木一式工事 特定 A 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 機械器具設置工事 C 県内

新日本厨機（株） 東京都大田区蒲田本町一丁目４番１号 清　重雄 管工事 一般 A 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 機械器具設置工事 一般 A 県内

シンフォニアエンジニアリング（株） 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９番地９６ 吉田　道生 電気工事 特定 A 県内

シンフォニアテクノロジー（株） 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 平野　新一 電気通信工事 特定 A 県外

シンフォニアテクノロジー（株） 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 平野　新一 機械器具設置工事 特定 A 県外

シンフォニアテクノロジー（株） 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 平野　新一 電気工事 特定 A 県外

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 清掃施設工事 特定 A 県外

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 水道施設工事 特定 A 県外

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 機械器具設置工事 特定 A 県外

新明和工業（株） 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 五十川　龍之 電気工事 特定 A 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 消防施設工事 特定 A 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 電気通信工事 特定 A 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 管工事 一般 A 県外

シンヨー電器（株） 東京都港区三田３丁目４番１７号 荒井　里江子 電気工事 特定 A 県外

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 水道施設工事 特定 A 県外

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 機械器具設置工事 特定 A 県外

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 塗装工事 特定 A 県外

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 鋼構造物工事 特定 A 県外

新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 管工事 特定 A 県外
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新菱工業（株） 東京都千代田区神田多町二丁目９番２号 菅家　誠司 電気工事 特定 A 県外

新菱冷熱工業（株） 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 加賀美　猛 管工事 特定 A 県内

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 機械器具設置工事 一般 B 県外

（有）進和 埼玉県所沢市下富１２８８番地１ 坪田　泉 電気工事 一般 C 県外

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 内装仕上工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 防水工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 ほ装工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 大工工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 建築一式工事 特定 A 県内

進和建設（株） 市原市白金町四丁目５７番地 伊藤　浩 土木一式工事 特定 A 県内

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 消防施設工事 一般 A 県外

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 電気通信工事 特定 A 県外

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 管工事 特定 A 県外

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 電気工事 特定 A 県外

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 建築一式工事 特定 A 県外

（株）新和電工 東京都江東区大島一丁目９番８号 長島　義博 土木一式工事 特定 B 県外

（株）ＧＳユアサ 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 村尾　修 電気工事 特定 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 電気通信工事 一般 A 県外

（株）ＧＳユアサインフラシステムズ 埼玉県川越市大字下赤坂大野原６７７番地 伊藤　茂 電気工事 特定 A 県外

（株）ジーエス・ユアサフィールディングス 東京都大田区大森北４丁目８番１号 東　大道 電気工事 特定 A 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 塗装工事 一般 A 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 ほ装工事 一般 C 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

（株）ジーニアス 千葉市中央区松波一丁目１０番１０号 鳥居　光俊 土木一式工事 一般 C 県内

ＪＲＣシステムサービス（株） 東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 電気通信工事 特定 A 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 水道施設工事 特定 A 県外

ＪＦＥアクアサービス機器（株） 静岡県掛川市領家１４５０番地 大橋　一聡 機械器具設置工事 特定 A 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 機械器具設置工事 一般 A 県外

ＪＦＥアドバンテック（株） 兵庫県西宮市高畑町３番４８号 吉居　卓也 電気工事 特定 A 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 水道施設工事 特定 A 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 機械器具設置工事 特定 A 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 鋼構造物工事 特定 A 県外

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１番地 大下　元 土木一式工事 特定 A 県外

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 解体工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 消防施設工事 一般 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 水道施設工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 熱絶縁工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 機械器具設置工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 防水工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 塗装工事 特定 A 県内
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ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 鋼構造物工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 管工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 電気工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 建築一式工事 特定 A 県内

ＪＦＥプラントエンジ（株） 東京都台東区蔵前二丁目１７番４号 齋數　正晴 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 上原　輝久 消防施設工事 一般 A 県外

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 上原　輝久 電気通信工事 特定 A 県外

（株）ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目１２番地 上原　輝久 電気工事 一般 A 県外

（株）ジェルコミュニケーション 東京都千代田区九段南４丁目２番１１号 星本　嘉恵 電気工事 一般 A 県外

ジオ・フロント（株） 東京都墨田区石原三丁目８番６号 高清水　祐之 さく井工事 一般 C 県外

ジャパンエレベーターパーツ（株） 埼玉県和光市新倉五丁目６番５０号 那須　公輔 機械器具設置工事 一般 A 県外

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 消防施設工事 一般 A 県外

常陽メンテナンス（株） 茨城県水戸市けやき台三丁目３５‐１ 福岡　敬志 管工事 一般 A 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 水道施設工事 特定 A 県外

（株）水機テクノス 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 原　毅 機械器具設置工事 特定 A 県外

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 電気通信工事 特定 A 県内

スイス通信システム（株） 千葉市中央区都町六丁目２１番５号 平野　恒次 電気工事 特定 A 県内

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 水道施設工事 特定 A 県外

水道機工（株） 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 機械器具設置工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 清掃施設工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 水道施設工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 機械器具設置工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 塗装工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 管工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 電気工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区東新橋一丁目９番２号 池口　学 土木一式工事 特定 A 県外

須賀工業（株） 東京都江東区富岡一丁目２６番２０号 津田　端孝 管工事 特定 A 県内

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 清掃施設工事 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 水道施設工事 特定 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 管工事 特定 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 電気工事 一般 A 県外

（株）スガテック 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 上野　浩光 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 解体工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 水道施設工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 造園工事 一般 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 しゅんせつ工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 ほ装工事 特定 A 県内
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鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 管工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 建築一式工事 特定 A 県内

鈴木建設（株） 旭市後草２３６４番地の３ 鈴木　和彦 土木一式工事 特定 A 県内

鈴木工業（株） 船橋市八木が谷四丁目３番１号 鈴木　啓二 管工事 特定 A 県内

鈴木工業（株） 船橋市八木が谷四丁目３番１号 鈴木　啓二 土木一式工事 一般 B 県内

（株）鈴木工業 君津市中島２６２番地２ 江野沢　仁絵 水道施設工事 一般 C 市内

（株）鈴木工業 君津市中島２６２番地２ 江野沢　仁絵 ほ装工事 一般 C 市内

（株）鈴木工業 君津市中島２６２番地２ 江野沢　仁絵 管工事 一般 B 市内

（株）鈴木工業 君津市中島２６２番地２ 江野沢　仁絵 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）鈴木工業 君津市中島２６２番地２ 江野沢　仁絵 土木一式工事 一般 C 市内

（株）鈴木シャッター 東京都豊島区南大塚一丁目１番４号 濱野　壽之 建具工事 一般 A 県内

（株）鈴木シャッター 東京都豊島区南大塚一丁目１番４号 濱野　壽之 内装仕上工事 一般 A 県内

鈴木設備（株） 木更津市永井作１丁目９番１２号 鈴木　秀幸 水道施設工事 一般 C 市内

鈴木設備（株） 木更津市永井作１丁目９番１２号 鈴木　秀幸 管工事 特定 A 市内

鈴木設備（株） 木更津市永井作１丁目９番１２号 鈴木　秀幸 電気工事 一般 B 市内

鈴木設備（株） 木更津市永井作１丁目９番１２号 鈴木　秀幸 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

鈴木設備（株） 木更津市永井作１丁目９番１２号 鈴木　秀幸 土木一式工事 一般 B 市内

（株）鈴木電気 八千代市萱田２２１４番地 鈴木　利雄 消防施設工事 一般 A 県内

（株）鈴木電気 八千代市萱田２２１４番地 鈴木　利雄 電気工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 解体工事 特定 B 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 水道施設工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 防水工事 特定 B 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 塗装工事 特定 B 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 ほ装工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 鋼構造物工事 特定 B 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 管工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 建築一式工事 特定 A 県内

鈴木土建（株） 大網白里市細草１６２４番地１ 内山　弘通 土木一式工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 解体工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 防水工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 塗装工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 ほ装工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 建築一式工事 特定 A 県内

鈴久建設（株） 匝瑳市八日市場イの４３２番地１ 鈴木　英人 土木一式工事 特定 A 県内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 造園工事 一般 B 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）鈴商 君津市平山５０６番地１ 鈴木　久美子 土木一式工事 一般 C 市内

（有）鈴弘設備 木更津市茅野七曲１９９番地 鈴木　良治 管工事 一般 B 市内
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須藤工業（株） 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目２０番９号 山田　正樹 水道施設工事 特定 A 県外

須藤工業（株） 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目２０番９号 山田　正樹 鋼構造物工事 特定 A 県外

須藤工業（株） 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目２０番９号 山田　正樹 土木一式工事 特定 B 県外

（株）スポーツ建設 東京都板橋区南常盤台一丁目２２番７号 太田　栄喜 造園工事 B 県外

（株）スポーツ建設 東京都板橋区南常盤台一丁目２２番７号 太田　栄喜 土木一式工事 A 県外

スポーツ施設（株） 東京都板橋区南常盤台一丁目３５番１号 太田　豊 造園工事 特定 A 県外

スポーツ施設（株） 東京都板橋区南常盤台一丁目３５番１号 太田　豊 ほ装工事 特定 A 県外

スポーツ施設（株） 東京都板橋区南常盤台一丁目３５番１号 太田　豊 土木一式工事 特定 A 県外

（株）スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 高松　保雄 造園工事 特定 A 県内

（株）スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 高松　保雄 ほ装工事 特定 A 県内

（株）スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 高松　保雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 高松　保雄 土木一式工事 特定 A 県内

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 解体工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 清掃施設工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 水道施設工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 機械器具設置工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 防水工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 塗装工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 鋼構造物工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 管工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 電気工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 建築一式工事 特定 A 県外

住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田七丁目１０番４号 永井　貴徳 土木一式工事 特定 A 県外

すみれ園管電工 富津市篠部１４２１番地 石倉　弘 水道施設工事 一般 C 市内

すみれ園管電工 富津市篠部１４２１番地 石倉　弘 管工事 一般 B 市内

（株）セーフティ・アラート 千葉市緑区おゆみ野６丁目１７番地８ 平野　征夫 消防施設工事 一般 A 県内

（株）精研 大阪府大阪市中央区南船場二丁目１番３号 上野　俊信 管工事 特定 A 県内

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電気通信工事 特定 A 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 機械器具設置工事 一般 A 県外

セイコータイムクリエーション（株） 東京都江東区福住二丁目４番３号 萩原　健二 電気工事 一般 A 県外

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 解体工事 特定 A 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 造園工事 特定 A 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 ほ装工事 特定 A 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 管工事 一般 A 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）生光園 袖ケ浦市蔵波台六丁目５番地１０ 齊藤　典之 土木一式工事 特定 A 市内

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光二丁目７番２５号 添田　英俊 電気通信工事 特定 A 県外

（株）正興電機製作所 福岡県福岡市博多区東光二丁目７番２５号 添田　英俊 電気工事 特定 A 県外

（株）誠進電業社 君津市南子安一丁目１番２０号 高橋　正広 電気工事 一般 A 市内
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西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 解体工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 水道施設工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 造園工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 内装仕上工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 防水工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 塗装工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 しゅんせつ工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 ほ装工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 鋼構造物工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 管工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 電気工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 建築一式工事 特定 A 県外

西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台一丁目１１番地の１ 佐藤　誠 土木一式工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 水道施設工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 造園工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 ほ装工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 石工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

西武造園（株） 東京都豊島区長崎五丁目１番３４号 大嶋　聡 土木一式工事 特定 A 県外

西部電機（株） 福岡県古賀市駅東３丁目３番１号 税所　幸一 機械器具設置工事 特定 A 県外

西部電機（株） 福岡県古賀市駅東３丁目３番１号 税所　幸一 電気工事 一般 A 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 機械器具設置工事 一般 C 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 鋼構造物工事 一般 A 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 電気工事 一般 B 県外

西友エンジニアリング（株） 神奈川県相模原市緑区大島１００１番地８大島ウェルズ２１‐Ｃ 原　康人 土木一式工事 一般 B 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 電気通信工事 特定 A 県外

西菱電機（株） 兵庫県伊丹市藤ノ木三丁目５番３３号 西井　希伊 電気工事 特定 A 県外

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 水道施設工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 ほ装工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 鋼構造物工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 電気工事 一般 B 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 石工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）ＳＥＩＷＡ 茂原市高師８２２番地１６ 橿渕　正範 土木一式工事 一般 C 県内

（有）清和新興社 君津市東粟倉３３３番地 秋元　篤子 水道施設工事 一般 C 市内

（有）清和新興社 君津市東粟倉３３３番地 秋元　篤子 ほ装工事 一般 B 市内

（有）清和新興社 君津市東粟倉３３３番地 秋元　篤子 管工事 一般 A 市内

（有）清和新興社 君津市東粟倉３３３番地 秋元　篤子 土木一式工事 一般 B 市内

（株）星和電工 木更津市有吉８９６番地 齋藤　秀夫 電気工事 一般 A 市内
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積水アクアシステム（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 今川　明 水道施設工事 特定 A 県外

積水アクアシステム（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 今川　明 機械器具設置工事 特定 A 県外

積水アクアシステム（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 今川　明 管工事 特定 A 県外

積水アクアシステム（株） 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番３０号 今川　明 土木一式工事 特定 A 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 消防施設工事 一般 A 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 電気通信工事 一般 A 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 機械器具設置工事 一般 A 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 管工事 特定 A 県外

セコム（株） 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 尾関　一郎 電気工事 特定 A 県外

（株）瀬谷塗装工業 千葉市緑区あすみが丘一丁目３０番地１ 瀬谷　英樹 防水工事 一般 B 県内

（株）瀬谷塗装工業 千葉市緑区あすみが丘一丁目３０番地１ 瀬谷　英樹 塗装工事 一般 A 県内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 消防施設工事 一般 C 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 管工事 一般 B 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 電気工事 一般 B 市内

（有）設備保全センター 木更津市長須賀１１０７番地 藍場　洋 土木一式工事 一般 C 市内

セノー（株） 松戸市松飛台２５０番地 山本　泰広 機械器具設置工事 一般 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 水道施設工事 一般 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 機械器具設置工事 一般 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 ほ装工事 特定 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 管工事 一般 A 県内

（株）センエー 千葉市稲毛区黒砂二丁目１２番１１号 山本　剛 土木一式工事 特定 A 県内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 解体工事 一般 B 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 ほ装工事 一般 A 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 管工事 一般 B 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

専栄建設（株） 君津市小山野５６７番地 渡邉　英明 土木一式工事 一般 A 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 解体工事 特定 C 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 造園工事 一般 A 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 防水工事 C 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 塗装工事 特定 C 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 ほ装工事 特定 A 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

セントラル（株） 木更津市富士見三丁目１番２２号 元吉　和江 土木一式工事 特定 B 市内

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 水道施設工事 一般 A 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 さく井工事 一般 A 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 機械器具設置工事 特定 A 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 管工事 一般 A 県外

ゼオライト（株） 福岡県福岡市博多区那珂五丁目１番１１号 嶋村　謙志 電気工事 一般 A 県外

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 水道施設工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 内装仕上工事 特定 A 県内
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（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 ほ装工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 建築一式工事 特定 A 県内

（株）錢高組 大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４号 銭高　久善 土木一式工事 特定 A 県内

（株）善興社 東京都江東区亀戸四丁目１１番９号ＡＨＡＶＡビル７階 川北　孝 水道施設工事 一般 C 県外

（株）善興社 東京都江東区亀戸四丁目１１番９号ＡＨＡＶＡビル７階 川北　孝 機械器具設置工事 一般 B 県外

（株）善興社 東京都江東区亀戸四丁目１１番９号ＡＨＡＶＡビル７階 川北　孝 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

（株）善興社 東京都江東区亀戸四丁目１１番９号ＡＨＡＶＡビル７階 川北　孝 土木一式工事 一般 C 県外

創園（有） 富津市西川９６８番地 小柴　安志 造園工事 一般 B 市内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 消防施設工事 一般 A 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 電気通信工事 一般 A 県内

綜合警備保障（株） 東京都港区元赤坂１丁目６番６号 村井　豪 電気工事 特定 A 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 消防施設工事 一般 B 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 電気通信工事 一般 A 県内

（有）綜合電設 千葉市若葉区大宮台四丁目７番３号 宮下　賢一 電気工事 一般 B 県内

（株）創翔 木更津市東太田一丁目１２番１２号 長島　博正 管工事 一般 市内

（株）創翔 木更津市東太田一丁目１２番１２号 長島　博正 建築一式工事 一般 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 消防施設工事 一般 B 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 水道施設工事 一般 B 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 機械器具設置工事 一般 B 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 管工事 特定 A 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 電気工事 一般 B 市内

綜和熱学工業（株） 木更津市桜井新町二丁目４番地１６ 和田　啓 土木一式工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 解体工事 特定 A 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 水道施設工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 造園工事 特定 A 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 塗装工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 しゅんせつ工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 ほ装工事 特定 A 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 鋼構造物工事 特定 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 管工事 一般 A 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 電気工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 石工事 一般 B 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 建築一式工事 一般 A 市内

袖ヶ浦興産（株） 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 鈴木　勝弘 土木一式工事 特定 A 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 解体工事 特定 A 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 水道施設工事 特定 A 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 しゅんせつ工事 特定 B 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 ほ装工事 特定 A 市内
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大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 鋼構造物工事 特定 B 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 建築一式工事 一般 A 市内

大起建設（株） 君津市西坂田四丁目３番２０号 田沢　伸也 土木一式工事 特定 A 市内

大成温調（株） 東京都品川区大井一丁目４９番１０号 水谷　憲一 管工事 特定 A 県内

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 水道施設工事 特定 A 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 防水工事 特定 A 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 塗装工事 特定 A 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 鋼構造物工事 特定 A 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 管工事 特定 A 県外

大成機工（株） 大阪府大阪市北区梅田一丁目１番３‐２７００号 中村　稔 土木一式工事 特定 A 県外

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 解体工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 消防施設工事 一般 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 水道施設工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 建具工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 造園工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 熱絶縁工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 内装仕上工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 防水工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 塗装工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 ガラス工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 板金工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 しゅんせつ工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 ほ装工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 鉄筋工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 鋼構造物工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 管工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 電気工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 屋根工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 石工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 左官工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 大工工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 建築一式工事 特定 A 県内

大成建設（株） 東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 相川　善郎 土木一式工事 特定 A 県内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 解体工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 水道施設工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 防水工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 塗装工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 ほ装工事 特定 A 市内
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太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 建築一式工事 特定 A 市内

太勢建設（株） 君津市常代一丁目１２番２６号 遠藤　智朗 土木一式工事 特定 B 市内

大成設備（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 田行　啓一 管工事 特定 A 県内

大成設備（株） 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 田行　啓一 電気工事 特定 A 県内

（株）大成防災 富津市二間塚１９６２番地 鹿島　正和 消防施設工事 一般 C 市内

（株）太平エンジニアリング 東京都文京区本郷一丁目１９番６号 後藤　悟志 管工事 特定 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 消防施設工事 一般 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 機械器具設置工事 一般 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 内装仕上工事 一般 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 管工事 特定 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 電気工事 一般 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

太平ビルサービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目２２番１号 狩野　伸彌 建築一式工事 特定 A 県内

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）泰明商会 東京都中央区銀座二丁目８番４号 村越　克也 電気工事 特定 A 県外

太陽スポーツ施設（株） 東京都港区高輪三丁目４番１号 渕沢　一史 造園工事 特定 A 県外

太陽スポーツ施設（株） 東京都港区高輪三丁目４番１号 渕沢　一史 ほ装工事 特定 A 県外

太陽スポーツ施設（株） 東京都港区高輪三丁目４番１号 渕沢　一史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

太陽スポーツ施設（株） 東京都港区高輪三丁目４番１号 渕沢　一史 土木一式工事 特定 A 県外

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 水道施設工事 一般 B 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 機械器具設置工事 一般 A 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 鋼構造物工事 一般 B 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 管工事 一般 A 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 電気工事 一般 A 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

（有）タカオ産業 佐倉市西志津八丁目１１番２０号 高橋　三雄 土木一式工事 一般 B 県内

高砂熱学工業（株） 東京都新宿区新宿六丁目２７番３０号 小島　和人 管工事 特定 A 県内

高田機工（株） 大阪府大阪市浪速区難波中２丁目１０番７０号 高橋　裕 鋼構造物工事 特定 A 県外

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 水道施設工事 一般 C 市内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 ほ装工事 一般 C 市内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 管工事 一般 B 市内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（有）高虎工業 君津市宮下一丁目９番６号 高梨　正美 土木一式工事 一般 C 市内

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 消防施設工事 一般 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 水道施設工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建具工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 造園工事 特定 B 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 熱絶縁工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 内装仕上工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 防水工事 C 県外
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高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 塗装工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 ガラス工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 板金工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 しゅんせつ工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 ほ装工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 鉄筋工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 鋼構造物工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 タイル・レンガ・ブロック工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 管工事 一般 B 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 電気工事 一般 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 屋根工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 石工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 左官工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 大工工事 C 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 建築一式工事 B 県外

高橋工業（株） 東京都文京区湯島三丁目２６番５号 高橋　潤　 土木一式工事 特定 C 県外

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 水道施設工事 一般 C 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 管工事 一般 A 市内

（株）高橋工業所 君津市外箕輪１３番地 高橋　和彦 土木一式工事 一般 B 市内

（株）高橋造園 千葉市緑区あすみが丘五丁目７番地６ 高橋　一弘 造園工事 特定 A 県内

（株）高橋造園 千葉市緑区あすみが丘五丁目７番地６ 高橋　一弘 ほ装工事 特定 A 県内

（株）高橋造園 千葉市緑区あすみが丘五丁目７番地６ 高橋　一弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）高橋造園 千葉市緑区あすみが丘五丁目７番地６ 高橋　一弘 土木一式工事 特定 A 県内

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 電気通信工事 一般 A 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 電気工事 特定 A 県外

（株）高見沢サイバネティックス 東京都中野区中央二丁目４８番５号 高見澤　和夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

高元建設（株） 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 高橋　和彦 解体工事 特定 A 県外

高元建設（株） 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 高橋　和彦 ほ装工事 特定 A 県外

高元建設（株） 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 高橋　和彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

高元建設（株） 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 高橋　和彦 建築一式工事 特定 A 県外

高元建設（株） 埼玉県越谷市御殿町２番１１号 高橋　和彦 土木一式工事 特定 B 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 消防施設工事 一般 C 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 機械器具設置工事 一般 B 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 内装仕上工事 一般 B 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 防水工事 一般 C 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 塗装工事 一般 B 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 B 県外

タカラビルメン（株） 茨城県龍ケ崎市中根台四丁目１０番地１ 中込　太郎 電気工事 一般 B 県外

（株）多久製作所 大阪府大阪市中央区本町２丁目５番７号 山本　泰三 水道施設工事 特定 A 県外
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（株）多久製作所 大阪府大阪市中央区本町２丁目５番７号 山本　泰三 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）多久製作所 大阪府大阪市中央区本町２丁目５番７号 山本　泰三 管工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 解体工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 清掃施設工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 水道施設工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 管工事 特定 A 県外

（株）タクマ 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号 南條　博昭 建築一式工事 特定 A 県外

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 解体工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 水道施設工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 建具工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 造園工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 防水工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 塗装工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 しゅんせつ工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 ほ装工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 鋼構造物工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 管工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 建築一式工事 特定 A 県内

竹内建設（株） 印西市竜腹寺５９８番地の２ 竹内　一雅 土木一式工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 解体工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 防水工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 塗装工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 管工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 電気工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 屋根工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 大工工事 特定 A 県内

（株）竹中工務店 大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号 佐々木　正人 建築一式工事 特定 A 県内

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 解体工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 水道施設工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 ほ装工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 管工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 建築一式工事 特定 A 県外
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（株）竹中土木 東京都江東区新砂一丁目１番１号 竹中　祥悟 土木一式工事 特定 A 県外

（株）タケミ・コーポレーション 大阪府堺市西区山田二丁１９１番地１ 廣瀬　丈巳 水道施設工事 一般 B 県外

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 消防施設工事 一般 A 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 管工事 A 県内

竹森電設（株） 船橋市習志野台八丁目３２番１５号 竹森　久男 電気工事 特定 A 県内

多田建設（株） 東京都江東区亀戸一丁目３９番７号 佐藤　俊也 解体工事 特定 A 県外

多田建設（株） 東京都江東区亀戸一丁目３９番７号 佐藤　俊也 建築一式工事 特定 A 県外

多田建設（株） 東京都江東区亀戸一丁目３９番７号 佐藤　俊也 土木一式工事 特定 A 県外

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 内装仕上工事 特定 A 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 鋼構造物工事 特定 A 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 屋根工事 特定 A 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 大工工事 特定 A 県内

立川ハウス工業（株） 東京都立川市曙町二丁目２０番５号 栗原　徹也 建築一式工事 特定 A 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 解体工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 建具工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 熱絶縁工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 防水工事 特定 A 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 塗装工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 板金工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 鉄筋工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 鋼構造物工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 石工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 左官工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 大工工事 特定 C 県内

達成工業（株） 千葉市花見川区幕張本郷三丁目１６番７号 関　達 建築一式工事 特定 A 県内

（株）タツミ 千葉市花見川区検見川町五丁目２３４８番地３ 坂口　道雄 消防施設工事 一般 C 県内

辰巳建設（株） 南房総市本織３４４番地２ 白幡　一記 解体工事 一般 C 県内

辰巳建設（株） 南房総市本織３４４番地２ 白幡　一記 ほ装工事 一般 C 県内

辰巳建設（株） 南房総市本織３４４番地２ 白幡　一記 建築一式工事 一般 B 県内

辰巳建設（株） 南房総市本織３４４番地２ 白幡　一記 土木一式工事 一般 C 県内

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 電気通信工事 特定 A 県外

田中電気（株） 東京都千代田区外神田一丁目１５番１３号 田中　良一 電気工事 特定 A 県外

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 解体工事 特定 A 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 防水工事 特定 B 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 塗装工事 特定 C 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 しゅんせつ工事 特定 C 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 ほ装工事 特定 B 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 鋼構造物工事 特定 C 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 管工事 一般 B 県内
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（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 建築一式工事 特定 A 県内

（株）田辺工務店 館山市亀ケ原５４７番地５ 武内　俊郎 土木一式工事 特定 B 県内

（株）田辺設備 袖ケ浦市上宮田５８８番地 田邉　靖国 ほ装工事 一般 C 市内

（株）田辺設備 袖ケ浦市上宮田５８８番地 田邉　靖国 管工事 一般 A 市内

（株）田辺設備 袖ケ浦市上宮田５８８番地 田邉　靖国 土木一式工事 一般 B 市内

タニコー（株） 東京都品川区戸越一丁目７番２０号 谷口　秀一 管工事 一般 A 県内

谷沢建設（株） 東京都港区西麻布三丁目２番１１号 谷澤　正啓 建築一式工事 特定 A 県外

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 管工事 一般 B 市内

（株）谷元電機 袖ケ浦市福王台一丁目２１番地２ 谷元　壽光 電気工事 一般 B 市内

第一工業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 篠原　直男 消防施設工事 一般 A 県内

第一工業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 篠原　直男 管工事 特定 A 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 管工事 特定 A 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 電気工事 特定 A 県内

第一セントラル設備（株） 市川市本北方一丁目３５番５号 深山　浩一 土木一式工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 水道施設工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 電気通信工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 管工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 電気工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 建築一式工事 特定 A 県内

（株）第一テクノ 東京都品川区南大井六丁目１３番１０号 向井　善彦 土木一式工事 特定 A 県内

大栄電気（株） 東京都中央区湊一丁目１４番１５号 岡村　峰督 電気工事 特定 A 県外

（株）ダイカン 我孫子市根戸９７７番地１３‐１０２号 畠山　貴志 解体工事 特定 B 県内

（株）ダイカン 我孫子市根戸９７７番地１３‐１０２号 畠山　貴志 ほ装工事 特定 B 県内

（株）ダイカン 我孫子市根戸９７７番地１３‐１０２号 畠山　貴志 建築一式工事 一般 B 県内

（株）ダイカン 我孫子市根戸９７７番地１３‐１０２号 畠山　貴志 土木一式工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 解体工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 造園工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 ほ装工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 管工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 建築一式工事 特定 A 県内

（株）大幹 千葉市若葉区御成台三丁目１１６８番地２３ 小迫　尊光 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 解体工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 清掃施設工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 消防施設工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 建具工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 さく井工事 一般 A 県外
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（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 造園工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 熱絶縁工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 内装仕上工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 防水工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 塗装工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 板金工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 管工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 電気工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 屋根工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 石工事 一般 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 左官工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 建築一式工事 特定 A 県外

（株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢一丁目９番１号 大亀　裕 土木一式工事 特定 A 県外

ダイキン工業（株） 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル 十河　政則 管工事 特定 A 県外

（株）大三洋行 東京都港区港南二丁目５番１１号 白地　英昭 消防施設工事 一般 A 県外

（株）大三洋行 東京都港区港南二丁目５番１１号 白地　英昭 電気工事 特定 A 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 解体工事 特定 A 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 水道施設工事 特定 A 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 ほ装工事 特定 A 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 管工事 特定 B 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 建築一式工事 特定 A 県外

大昭建設（株） 茨城県龍ケ崎市１６８６番地 細谷　武史 土木一式工事 特定 A 県外

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 水道施設工事 特定 B 県内

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 塗装工事 特定 B 県内

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 ほ装工事 特定 B 県内

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 建築一式工事 特定 A 県内

大昌建設（株） 佐倉市大崎台一丁目４番地１５ 宍倉　幸信 土木一式工事 特定 B 県内

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 解体工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 水道施設工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 建具工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 熱絶縁工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 内装仕上工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 防水工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 塗装工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 ガラス工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 板金工事 特定 A 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 しゅんせつ工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 ほ装工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 鉄筋工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 鋼構造物工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 管工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 電気工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 屋根工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 石工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 左官工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 大工工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 建築一式工事 特定 A 県外

大末建設（株） 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号 村尾　和則 土木一式工事 特定 A 県外

（株）大鐵建設 袖ケ浦市横田２５７０番地 露崎　利行 解体工事 一般 A 市内

（株）大鐵建設 袖ケ浦市横田２５７０番地 露崎　利行 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）大鐵建設 袖ケ浦市横田２５７０番地 露崎　利行 建築一式工事 特定 A 市内

（株）大鐵建設 袖ケ浦市横田２５７０番地 露崎　利行 土木一式工事 一般 B 市内

大東建託（株） 東京都港区港南２丁目１６番１号 小林　克満 建築一式工事 特定 A 県外

（有）大藤設備 船橋市習志野台五丁目２８番８号 高橋　ユミ 水道施設工事 一般 C 県内

（有）大藤設備 船橋市習志野台五丁目２８番８号 高橋　ユミ 管工事 一般 B 県内

大同機工（株） 埼玉県戸田市新曽３３６番地 徳永　光昭 水道施設工事 特定 A 県内

大同機工（株） 埼玉県戸田市新曽３３６番地 徳永　光昭 機械器具設置工事 特定 A 県内

大同機工（株） 埼玉県戸田市新曽３３６番地 徳永　光昭 塗装工事 特定 A 県内

大同機工（株） 埼玉県戸田市新曽３３６番地 徳永　光昭 鋼構造物工事 特定 A 県内

大同産業（株） 八街市八街ヘ１９９番地の２５６ 市原　照公 解体工事 特定 A 県内

大同産業（株） 八街市八街ヘ１９９番地の２５６ 市原　照公 ほ装工事 特定 A 県内

大同産業（株） 八街市八街ヘ１９９番地の２５６ 市原　照公 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大同産業（株） 八街市八街ヘ１９９番地の２５６ 市原　照公 土木一式工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 解体工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 水道施設工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 しゅんせつ工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 ほ装工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 建築一式工事 特定 A 県内

大日本土木（株） 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番１１号 馬場　義雄 土木一式工事 特定 A 県内

大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 水道施設工事 特定 A 県内

大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 しゅんせつ工事 特定 A 県内

大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 鋼構造物工事 特定 A 県内

大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 建築一式工事 特定 A 県内
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大豊建設（株） 東京都中央区新川一丁目２４番４号 森下　覚恵 土木一式工事 特定 A 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 解体工事 特定 A 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 水道施設工事 特定 B 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 ほ装工事 特定 A 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 建築一式工事 特定 A 県内

（株）大松建設 成田市西三里塚１番地６３ 吉川　洋己 土木一式工事 特定 A 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 解体工事 特定 A 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 水道施設工事 特定 C 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 塗装工事 特定 C 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 しゅんせつ工事 特定 C 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 ほ装工事 特定 A 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 鋼構造物工事 特定 C 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 石工事 特定 C 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 建築一式工事 特定 B 県内

大葉開発（株） 千葉市中央区新町１７番地９ 山口　真延 土木一式工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 解体工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 水道施設工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 建具工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 熱絶縁工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 内装仕上工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 防水工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 塗装工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 ガラス工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 板金工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 しゅんせつ工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 ほ装工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 鉄筋工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 鋼構造物工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 管工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 電気工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 屋根工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 石工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 左官工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 大工工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 建築一式工事 特定 A 県内

大和ハウス工業（株） 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番５号 芳井　敬一 土木一式工事 特定 A 県内

大和リース（株） 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 北　哲弥 建築一式工事 特定 A 県内
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千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 解体工事 一般 C 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 造園工事 一般 B 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 ほ装工事 一般 A 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

千島建設（株） 木更津市桜井新町二丁目１０番地７ 千島　裕介 土木一式工事 一般 B 市内

ちはらエンジ（株） 市原市ちはら台西２丁目１０番地１４ 三島　弘法 機械器具設置工事 一般 A 県内

ちはらエンジ（株） 市原市ちはら台西２丁目１０番地１４ 三島　弘法 鋼構造物工事 一般 C 県内

ちはらエンジ（株） 市原市ちはら台西２丁目１０番地１４ 三島　弘法 管工事 一般 B 県内

ちはらエンジ（株） 市原市ちはら台西２丁目１０番地１４ 三島　弘法 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

ちはらエンジ（株） 市原市ちはら台西２丁目１０番地１４ 三島　弘法 土木一式工事 一般 C 県内

千葉アロー（株） 千葉市中央区宮崎町７０９番地の５ 鮫島　功一 管工事 特定 A 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 電気通信工事 一般 C 県内

（株）千葉エレク 千葉市若葉区千城台東二丁目３９番１号９１０号室 越智　洋介 電気工事 一般 C 県内

（株）千葉花壇 千葉市稲毛区小仲台８丁目１７番１号 中村　浩道 造園工事 特定 A 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 内装仕上工事 一般 A 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 塗装工事 一般 A 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 管工事 一般 A 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 電気工事 一般 A 県内

千葉グローブシップ（株） 千葉市中央区中央三丁目９番１６号 古賀　慎一郎 建築一式工事 特定 A 県内

（株）千葉工業 君津市外箕輪四丁目３番１１号 山本　尚男 解体工事 特定 A 市内

（株）千葉工業 君津市外箕輪四丁目３番１１号 山本　尚男 ほ装工事 特定 A 市内

（株）千葉工業 君津市外箕輪四丁目３番１１号 山本　尚男 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）千葉工業 君津市外箕輪四丁目３番１１号 山本　尚男 建築一式工事 一般 A 市内

（株）千葉工業 君津市外箕輪四丁目３番１１号 山本　尚男 土木一式工事 特定 A 市内

千葉總業（株） 千葉市中央区富士見二丁目５番１５号 阿部　憲嗣 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 電気通信工事 一般 B 県内

千葉電建（株） 千葉市若葉区大宮台３丁目１番８号 小川　敬幸 電気工事 特定 A 県内

（株）千葉東伸 千葉市若葉区若松町５３１番地の３４７ 太田　実 機械器具設置工事 一般 C 県内

（株）千葉東伸 千葉市若葉区若松町５３１番地の３４７ 太田　実 管工事 一般 B 県内

千葉ニチレキ（株） 千葉市中央区村田町８８８番地４ 黒木　健一 塗装工事 特定 A 県内

千葉ニチレキ（株） 千葉市中央区村田町８８８番地４ 黒木　健一 ほ装工事 特定 A 県内

千葉ニチレキ（株） 千葉市中央区村田町８８８番地４ 黒木　健一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

千葉ニチレキ（株） 千葉市中央区村田町８８８番地４ 黒木　健一 土木一式工事 特定 B 県内

千葉ノーミ（株） 成田市三里塚光ケ丘１番３４９ 村井　昭之 消防施設工事 一般 A 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 しゅんせつ工事 特定 B 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 ほ装工事 特定 A 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）千葉プランテーション 千葉市花見川区千種町１６５番地１３ 鈴木　孝子 土木一式工事 特定 A 県内

千葉ライナー（株） 千葉市花見川区花島町１４１番地１ 前松　一郎 塗装工事 一般 A 県内

千葉ライナー（株） 千葉市花見川区花島町１４１番地１ 前松　一郎 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

中央エレベーター工業（株） 東京都台東区上野三丁目４番９号 福田　賢司 機械器具設置工事 特定 A 県外
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中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電気通信工事 一般 B 県内

中央教育機器（株） 千葉市稲毛区萩台町５０７番３３ 見留　哲男 電気工事 一般 C 県内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 解体工事 特定 C 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 水道施設工事 特定 C 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 造園工事 特定 B 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 しゅんせつ工事 特定 C 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 ほ装工事 特定 A 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 鋼構造物工事 特定 C 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 管工事 特定 B 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

中央建設（株） 木更津市吾妻二丁目７番２０号 波多野　康弘 土木一式工事 特定 A 市内

（有）中央設備 木更津市中野２０２番地 伊東　勇 管工事 一般 B 市内

（有）中央設備 木更津市中野２０２番地 伊東　勇 土木一式工事 一般 C 市内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 消防施設工事 一般 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 水道施設工事 特定 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 さく井工事 一般 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 管工事 特定 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 電気工事 特定 A 県内

（株）中央設備 成田市東町７７６番地３ 浅沼　博澄 土木一式工事 特定 B 県内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 管工事 一般 A 県内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

中央日化サービス（株） 千葉市花見川区犢橋町１６２７番地１２ 森永　隆二 建築一式工事 一般 A 県内

長永スポーツ工業（株） 東京都世田谷区砧一丁目１３番４号 長谷川　信 ほ装工事 特定 A 県内

長永スポーツ工業（株） 東京都世田谷区砧一丁目１３番４号 長谷川　信 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

長永スポーツ工業（株） 東京都世田谷区砧一丁目１３番４号 長谷川　信 土木一式工事 特定 A 県内

（株）チヨダ 埼玉県さいたま市西区佐知川１４３３番地１ 上野　良則 水道施設工事 特定 A 県外

（株）チヨダ 埼玉県さいたま市西区佐知川１４３３番地１ 上野　良則 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）チヨダ 埼玉県さいたま市西区佐知川１４３３番地１ 上野　良則 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）チヨダ 埼玉県さいたま市西区佐知川１４３３番地１ 上野　良則 土木一式工事 特定 B 県外

（株）千代田組 東京都港区西新橋一丁目２番９号　日比谷セントラルビル 綱崎　一成 水道施設工事 特定 A 県外

（株）千代田組 東京都港区西新橋一丁目２番９号　日比谷セントラルビル 綱崎　一成 電気通信工事 特定 A 県外

（株）千代田組 東京都港区西新橋一丁目２番９号　日比谷セントラルビル 綱崎　一成 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）千代田組 東京都港区西新橋一丁目２番９号　日比谷セントラルビル 綱崎　一成 管工事 特定 A 県外

（株）千代田組 東京都港区西新橋一丁目２番９号　日比谷セントラルビル 綱崎　一成 電気工事 特定 A 県外

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 水道施設工事 一般 B 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 機械器具設置工事 一般 A 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 管工事 一般 B 県内

司機工（株） 千葉市若葉区西都賀二丁目２５番９号 反町　俊彦 電気工事 一般 B 県内

（有）月崎水道 君津市末吉９６３番地 月崎　正和 水道施設工事 一般 C 市内

（有）月崎水道 君津市末吉９６３番地 月崎　正和 管工事 一般 A 市内
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（有）月崎水道 君津市末吉９６３番地 月崎　正和 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（有）月崎水道 君津市末吉９６３番地 月崎　正和 土木一式工事 一般 B 市内

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 水道施設工事 特定 A 県外

月島機械（株） 東京都中央区晴海三丁目５番１号 福沢　義之 機械器具設置工事 特定 A 県外

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 水道施設工事 特定 A 県内

月島テクノメンテサービス（株） 東京都江東区佐賀一丁目３番７号 伊藤　道夫 機械器具設置工事 特定 A 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 消防施設工事 一般 C 県内

つくし防災（株） 市原市五井１２４３番地１ 神野　雄一郎 電気通信工事 一般 C 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 内装仕上工事 一般 C 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 防水工事 一般 A 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 塗装工事 一般 A 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 建築一式工事 一般 B 県内

（有）柘植建工 市原市潤井戸２７３番地８ 柘植　三夫 土木一式工事 一般 B 県内

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電気通信工事 特定 A 県外

都築電気（株） 東京都港区新橋六丁目１９番１５号 江森　勲 電気工事 特定 A 県外

角田電気工業（株） 東京都台東区根岸五丁目１４番１２号 重川　孝志 電気工事 特定 A 県外

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 解体工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 水道施設工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 塗装工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 ほ装工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 鋼構造物工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 屋根工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 建築一式工事 特定 A 県内

坪井工業（株） 東京都中央区銀座二丁目９番１７号 坪井　晴雅 土木一式工事 特定 A 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 解体工事 特定 B 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 建築一式工事 特定 C 県内

（有）妻本商店 鴨川市浜荻４３０番地１ 妻本　竜志 土木一式工事 特定 C 県内

（株）積田電業社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷一丁目８番１８号 積田　優 消防施設工事 一般 B 県外

（株）積田電業社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷一丁目８番１８号 積田　優 電気工事 特定 A 県外

（株）積田電業社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷一丁目８番１８号 積田　優 土木一式工事 特定 B 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 水道施設工事 特定 A 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 管工事 一般 A 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 電気工事 特定 A 県外

（株）鶴見製作所 大阪府大阪市鶴見区鶴見四丁目１６番４０号 辻本　治 土木一式工事 特定 A 県外

（株）ティーエスケー 船橋市高瀬町３１番３号 竹内　一 防水工事 特定 A 県内
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（株）ティーエスケー 船橋市高瀬町３１番３号 竹内　一 塗装工事 特定 A 県内

（株）ティーエスケー 船橋市高瀬町３１番３号 竹内　一 管工事 特定 A 県内

（株）ティーエスケー 船橋市高瀬町３１番３号 竹内　一 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ティーエスケー 船橋市高瀬町３１番３号 竹内　一 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ＴＳトラスト 船橋市湊町二丁目８番１０号 関　美智子 防水工事 一般 B 県内

（株）ＴＳトラスト 船橋市湊町二丁目８番１０号 関　美智子 塗装工事 一般 C 県内

（株）ＴＳトラスト 船橋市湊町二丁目８番１０号 関　美智子 建築一式工事 一般 B 県内

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 電気通信工事 特定 A 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 機械器具設置工事 一般 C 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 管工事 特定 A 県外

（株）ティエスジー 東京都港区浜松町二丁目７番１６号 田尻　澄夫 電気工事 特定 A 県外

帝王電機（株） 東京都大田区本羽田２‐１２‐１‐３１０ 橋本　定博 電気工事 一般 C 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 水道施設工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 塗装工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 管工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 電気工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）テクアノーツ 埼玉県川口市芝下一丁目１番３号 三門　克彰 土木一式工事 特定 A 県外

（有）テクノディーゼル 市原市姉崎９５５番地１ 藤田　慎太郎 電気工事 一般 B 県内

（株）テクノ菱和 東京都豊島区南大塚二丁目２６番２０号　 黒田　英彦 管工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 解体工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 水道施設工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 鋼構造物工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 建築一式工事 特定 A 県内

鉄建建設（株） 東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号 伊藤　泰司 土木一式工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 解体工事 特定 B 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 水道施設工事 特定 B 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 塗装工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 しゅんせつ工事 特定 B 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 ほ装工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 鋼構造物工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 石工事 特定 B 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 建築一式工事 特定 A 県内

テッコウエンジニアリング（株） 市川市大野町三丁目１６８７番地３ 池上　克司 土木一式工事 特定 A 県内

テルウェル東日本（株） 東京都渋谷区千駄ケ谷五丁目１４番９号 谷　誠 電気通信工事 一般 A 県外

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 解体工事 特定 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 水道施設工事 特定 B 市内
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照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 造園工事 一般 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 塗装工事 特定 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 しゅんせつ工事 特定 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 ほ装工事 特定 A 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 鋼構造物工事 特定 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 管工事 一般 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 石工事 特定 B 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

照建設（有） 君津市折木沢１番地 桑田　照夫 土木一式工事 特定 A 市内

（株）テレコム 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘１５番６号 堀越　寛生 電気通信工事 特定 A 県内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 機械器具設置工事 一般 A 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 管工事 一般 A 市内

（株）天昌機電社 君津市人見１１８１番地 鳥丸　祐嗣 電気工事 一般 A 市内

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 水道施設工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 塗装工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 ほ装工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 管工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 電気工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 石工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 建築一式工事 特定 A 県外

（株）データベース 北海道札幌市北区北七条西五丁目８番５号 大森　康弘 土木一式工事 特定 B 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 解体工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 電気通信工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 塗装工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 鋼構造物工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 電気工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 建築一式工事 特定 A 県外

電気興業（株） 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 土木一式工事 特定 A 県外

（株）電機産業 市川市南八幡一丁目２４番１２号 緑川　竜 電気工事 特定 A 県内

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 水道施設工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 管工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 電気工事 特定 A 県外

（株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北一丁目５番１号 村林　秀晃 土木一式工事 特定 A 県外
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（株）電洋社 市川市市川南三丁目１４番３７号 浮谷　直之 電気工事 一般 A 県内

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 水道施設工事 特定 A 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 管工事 一般 A 県外

（株）トーケミ 大阪府大阪市淀川区田川北一丁目１２番１１号 細谷　一彦 土木一式工事 特定 B 県外

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 機械器具設置工事 一般 A 県内

（株）トーコー産業 千葉市若葉区加曽利町９７２番地の１２ 柏葉　淳 管工事 一般 A 県内

トースイ（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番７号 柴田　達夫 機械器具設置工事 特定 C 県外

トースイ（株） 東京都千代田区平河町一丁目７番７号 柴田　達夫 管工事 特定 B 県外

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 水道施設工事 特定 B 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 内装仕上工事 特定 B 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 防水工事 特定 A 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 塗装工事 特定 A 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 ほ装工事 特定 A 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 屋根工事 特定 B 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 建築一式工事 特定 A 県内

（株）トーホープラス 千葉市中央区末広三丁目７番９号 谷崎　弥生 土木一式工事 特定 B 県内

（株）トーヨー建設 東京都葛飾区柴又７丁目１番１１号 岡田　吉充 解体工事 特定 A 県外

（株）トーヨー建設 東京都葛飾区柴又７丁目１番１１号 岡田　吉充 建築一式工事 特定 A 県外

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 山口　乃理夫 鋼構造物工事 特定 A 県内

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 山口　乃理夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東亜グラウト工業（株） 東京都新宿区四谷二丁目１０番地３ 山口　乃理夫 土木一式工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 解体工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 水道施設工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 造園工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 しゅんせつ工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 ほ装工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 鋼構造物工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 電気工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 石工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 建築一式工事 特定 A 県内

東亜建設工業（株） 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 早川　毅 土木一式工事 特定 A 県内

東亜ディーケーケー（株） 東京都新宿区高田馬場一丁目２９番１０号 高橋　俊夫 機械器具設置工事 一般 A 県外

東亜ディーケーケー（株） 東京都新宿区高田馬場一丁目２９番１０号 高橋　俊夫 電気工事 一般 A 県外

東亜電設工業（株） 富津市大堀二丁目１９番地１ 神崎　政美 電気工事 特定 A 市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 水道施設工事 特定 A 準市内
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東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 塗装工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 しゅんせつ工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 ほ装工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 鋼構造物工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 石工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 準市内

東亜道路工業（株） 東京都港区六本木七丁目３番７号 森下　協一 土木一式工事 特定 A 準市内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 解体工事 特定 A 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 水道施設工事 特定 B 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 ほ装工事 特定 A 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 建築一式工事 特定 A 県内

藤英建設（株） 旭市ニの６２９２番地の４ 藤代　剛志 土木一式工事 特定 A 県内

藤旺建設（株） 千葉市緑区おゆみ野二丁目４番１２号 佐藤　寿洋 建築一式工事 特定 A 県内

藤旺建設（株） 千葉市緑区おゆみ野二丁目４番１２号 佐藤　寿洋 土木一式工事 一般 B 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 解体工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 水道施設工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 塗装工事 特定 B 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 しゅんせつ工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 ほ装工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 鋼構造物工事 特定 B 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 管工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 建築一式工事 特定 A 県内

東海建設（株） 南房総市久枝１２４４番地１リバージュ２０２ 平田　剛久 土木一式工事 特定 A 県内

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２丁目５番２４号 乾　公昭 水道施設工事 特定 A 県外

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２丁目５番２４号 乾　公昭 塗装工事 特定 B 県外

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２丁目５番２４号 乾　公昭 鋼構造物工事 特定 A 県外

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２丁目５番２４号 乾　公昭 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県外

東海鋼管（株） 愛知県名古屋市南区桜台２丁目５番２４号 乾　公昭 土木一式工事 特定 B 県外

東海塗装（株） 東京都大田区西蒲田６丁目３６番１１号　西蒲田ＮＳビル２階Ｂ号室 奈良間　剛 防水工事 特定 A 県外

東海塗装（株） 東京都大田区西蒲田６丁目３６番１１号　西蒲田ＮＳビル２階Ｂ号室 奈良間　剛 塗装工事 特定 A 県外

東海塗装（株） 東京都大田区西蒲田６丁目３６番１１号　西蒲田ＮＳビル２階Ｂ号室 奈良間　剛 建築一式工事 特定 A 県外

東海リース（株） 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北２番６号 塚本　博亮 建築一式工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 解体工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 水道施設工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 内装仕上工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 防水工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 塗装工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 しゅんせつ工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 ほ装工事 特定 A 県内
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東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 鋼構造物工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 屋根工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 石工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 大工工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 建築一式工事 特定 A 県内

東急建設（株） 東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 寺田　光宏 土木一式工事 特定 A 県内

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 解体工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 清掃施設工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 水道施設工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 電気通信工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 機械器具設置工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 内装仕上工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 塗装工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 鋼構造物工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 管工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 電気工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 建築一式工事 特定 A 県外

東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 東京都港区海岸一丁目２番３号 小西　康弘 土木一式工事 特定 A 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 消防施設工事 一般 A 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 電気通信工事 一般 A 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 機械器具設置工事 一般 A 県外

東京計器（株） 東京都大田区南蒲田二丁目１６番４６号 安藤　毅 電気工事 一般 A 県外

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 電気通信工事 一般 A 県外

東京システム特機（株） 東京都千代田区飯田橋四丁目５番１１号 吉田　光男 電気工事 一般 A 県外

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 電気通信工事 特定 A 県内

東京電機産業（株） 東京都渋谷区幡ケ谷一丁目１８番１２号 玉田　功 電気工事 特定 A 県内

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 造園工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 しゅんせつ工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 ほ装工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 電気工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 建築一式工事 特定 A 県外

東京パワーテクノロジー（株） 東京都江東区豊洲五丁目５番１３号 塩川　和幸 土木一式工事 特定 A 県外

東京冷凍空調事業（協） 東京都港区浜松町二丁目８番５号 森　桃喜 管工事 特定 A 県外

（株）東京レジャースポーツ 船橋市金杉八丁目７番１０号 大家　仁 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３番地 佐藤　浩 塗装工事 特定 A 県外

東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３番地 佐藤　浩 鋼構造物工事 特定 A 県外

東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３番地 佐藤　浩 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外
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東綱橋梁（株） 栃木県下野市下古山１４３番地 佐藤　浩 土木一式工事 特定 B 県外

（株）東光高岳 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 一ノ瀬　貴士 電気通信工事 特定 A 県外

（株）東光高岳 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 一ノ瀬　貴士 管工事 特定 A 県外

（株）東光高岳 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 一ノ瀬　貴士 電気工事 特定 A 県外

東光電気工事（株） 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 青木　宏明 電気工事 特定 A 県内

（株）東さく技工 東京都千代田区内神田二丁目１６番１１号 杉野　正治 さく井工事 特定 A 県外

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 水道施設工事 特定 A 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電気通信工事 特定 A 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 機械器具設置工事 特定 A 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 管工事 特定 A 県内

東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野　貴之 電気工事 特定 A 県内

東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 川崎　幹 電気通信工事 一般 A 県内

東芝エレベータ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 川崎　幹 機械器具設置工事 特定 A 県内

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電気通信工事 特定 A 県外

東芝通信インフラシステムズ（株） 東京都府中市東芝町１番地 近藤　浩太郎 電気工事 特定 A 県外

東芝プラントシステム（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 小西　崇夫 電気通信工事 特定 A 県内

東芝プラントシステム（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 小西　崇夫 電気工事 特定 A 県内

東芝ライテック（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４号 平岡　敏行 電気通信工事 特定 A 県外

東芝ライテック（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４号 平岡　敏行 電気工事 特定 A 県外

東進電気（株） 東京都荒川区西日暮里二丁目２５番１号 久保木　昌久 電気工事 特定 A 県内

東神電設（株） 木更津市ほたる野一丁目２２番地８ 地曳　幸一 電気工事 特定 A 市内

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 消防施設工事 一般 A 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 電気通信工事 一般 A 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 機械器具設置工事 一般 A 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 内装仕上工事 一般 A 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 管工事 特定 A 県外

東テク（株） 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番１１号 長尾　克己 電気工事 特定 A 県外

東テク電工（株） 千葉市中央区浜野町５９４番地３ 尾高　功將 消防施設工事 一般 A 県内

東テク電工（株） 千葉市中央区浜野町５９４番地３ 尾高　功將 電気通信工事 一般 A 県内

東テク電工（株） 千葉市中央区浜野町５９４番地３ 尾高　功將 機械器具設置工事 一般 A 県内

東テク電工（株） 千葉市中央区浜野町５９４番地３ 尾高　功將 電気工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 解体工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 水道施設工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 ほ装工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 鋼構造物工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 建築一式工事 特定 A 県内

東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４番地 前川　忠生 土木一式工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 解体工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 水道施設工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 内装仕上工事 特定 B 県内
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東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 塗装工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 しゅんせつ工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 ほ装工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 鋼構造物工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 管工事 一般 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 電気工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 屋根工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 石工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 大工工事 特定 B 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 建築一式工事 特定 A 県内

東邦建設（株） 成田市吉倉１５０番地の１８ 宮村　亮祐 土木一式工事 特定 A 県内

東邦電気工業（株） 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 伊東　周二 電気通信工事 特定 A 県外

東邦電気工業（株） 東京都渋谷区恵比寿１丁目１９番２３号 伊東　周二 電気工事 特定 A 県外

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 解体工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 水道施設工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 内装仕上工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 塗装工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 しゅんせつ工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 ほ装工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 鋼構造物工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 石工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 大工工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 建築一式工事 特定 A 県内

東洋建設（株） 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 土木一式工事 特定 A 県内

東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 機械器具設置工事 特定 B 県外

東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 管工事 特定 B 県外

東洋施設（株） 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目３番１１号 東　信重 電気工事 特定 B 県外

東陽電気工事（株） 千葉市中央区春日一丁目１１番９号 佐藤　完治 電気工事 特定 A 県内

東洋濾水機（株） 京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１２番地１ 田野中　敏晃 水道施設工事 特定 A 県外

東洋濾水機（株） 京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町１２番地１ 田野中　敏晃 機械器具設置工事 一般 A 県外

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 機械器具設置工事 C 県内

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 しゅんせつ工事 C 県内

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 電気工事 C 県内

特産エンジニアリング（株） 船橋市大神保町１３５７番地４ 北村　五郎 土木一式工事 C 県内

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 解体工事 特定 A 県外

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 水道施設工事 特定 A 県外

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 しゅんせつ工事 特定 A 県外

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 ほ装工事 特定 A 県外

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 建築一式工事 特定 A 県外

徳倉建設（株） 愛知県名古屋市中区錦三丁目１３番５号 徳倉　正晴 土木一式工事 特定 A 県外

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 造園工事 一般 A 県内

（株）都市造形 千葉市緑区おゆみ野四丁目２２番地９ 神子　恵子 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 解体工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 水道施設工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 建具工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 造園工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 熱絶縁工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 内装仕上工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 防水工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 塗装工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 ガラス工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 板金工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 しゅんせつ工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 ほ装工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 鉄筋工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 鋼構造物工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 管工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 電気工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 屋根工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 石工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 左官工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 大工工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 建築一式工事 特定 A 県内

戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀二丁目８番５号 大谷　清介 土木一式工事 特定 A 県内

凸版印刷（株） 東京都文京区水道一丁目３番３号 麿　秀晴 内装仕上工事 特定 A 県外

凸版印刷（株） 東京都文京区水道一丁目３番３号 麿　秀晴 防水工事 特定 A 県外

凸版印刷（株） 東京都文京区水道一丁目３番３号 麿　秀晴 塗装工事 特定 A 県外

凸版印刷（株） 東京都文京区水道一丁目３番３号 麿　秀晴 建築一式工事 特定 A 県外

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 解体工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 水道施設工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 ほ装工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 鋼構造物工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 建築一式工事 特定 A 県内

飛島建設（株） 東京都港区港南一丁目８番１５号 乘京　正弘 土木一式工事 特定 A 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 解体工事 特定 A 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 造園工事 一般 A 県内
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（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 ほ装工事 特定 A 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）富澤商店 千葉市花見川区幕張本郷二丁目２番２０号 富澤　洋 土木一式工事 特定 B 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 消防施設工事 一般 B 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 機械器具設置工事 一般 A 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 管工事 一般 A 県内

冨田電機工業（株） 千葉市若葉区小倉町８８２番地の２０ 冨田　一郎 電気工事 特定 A 県内

豊田電気（株） 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 岡本　浩二 電気通信工事 一般 A 県内

豊田電気（株） 千葉市中央区椿森五丁目４番６号 岡本　浩二 電気工事 特定 A 県内

（株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 原田　耕太郎 水道施設工事 特定 A 県外

（株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 原田　耕太郎 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号 原田　耕太郎 電気工事 特定 A 県外

（株）トレジャーボックス 埼玉県上尾市大字上１７２２番地６ 木本　忠将 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

ドーピー建設工業（株） 北海道札幌市中央区北一条西六丁目２番地 稲田　義行 水道施設工事 特定 A 県外

ドーピー建設工業（株） 北海道札幌市中央区北一条西六丁目２番地 稲田　義行 ほ装工事 特定 A 県外

ドーピー建設工業（株） 北海道札幌市中央区北一条西六丁目２番地 稲田　義行 鋼構造物工事 特定 A 県外

ドーピー建設工業（株） 北海道札幌市中央区北一条西六丁目２番地 稲田　義行 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

ドーピー建設工業（株） 北海道札幌市中央区北一条西六丁目２番地 稲田　義行 土木一式工事 特定 A 県外

（株）ドゥサイエンス 東京都港区六本木四丁目１番１６号 大崎　健至 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）ドゥサイエンス 東京都港区六本木四丁目１番１６号 大崎　健至 管工事 一般 A 県外

（株）ドゥサイエンス 東京都港区六本木四丁目１番１６号 大崎　健至 電気工事 一般 A 県外

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 塗装工事 一般 A 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 電気工事 一般 A 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）道標 木更津市茅野１２番地２ 前田　慎太郎 土木一式工事 一般 B 市内

ドリコ（株） 東京都中央区日本橋二丁目１３番１０号 鮫島　修 水道施設工事 特定 A 県外

ドリコ（株） 東京都中央区日本橋二丁目１３番１０号 鮫島　修 さく井工事 特定 A 県外

ドリコ（株） 東京都中央区日本橋二丁目１３番１０号 鮫島　修 機械器具設置工事 特定 A 県外

ドリコ（株） 東京都中央区日本橋二丁目１３番１０号 鮫島　修 管工事 特定 A 県外

（有）内藤電機 袖ケ浦市坂戸市場１６６３番地の２ 内藤　行雄 消防施設工事 一般 B 市内

（有）内藤電機 袖ケ浦市坂戸市場１６６３番地の２ 内藤　行雄 管工事 一般 B 市内

（有）内藤電機 袖ケ浦市坂戸市場１６６３番地の２ 内藤　行雄 電気工事 一般 A 市内

（株）内藤ハウス 山梨県韮崎市円野町上円井３１３９番地 内藤　篤 建築一式工事 特定 A 県内

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 解体工事 特定 A 県外

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 水道施設工事 特定 A 県外

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 ほ装工事 特定 A 県外

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 建築一式工事 特定 A 県外

中川企画建設（株） 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番１５号 中川　廣次 土木一式工事 特定 A 県外

（株）中川塗装工業 市川市南大野二丁目２番７号 中川　剛 防水工事 特定 A 県内

（株）中川塗装工業 市川市南大野二丁目２番７号 中川　剛 塗装工事 特定 A 県内
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（株）中川塗装工業 市川市南大野二丁目２番７号 中川　剛 建築一式工事 特定 B 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 解体工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 造園工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 防水工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 塗装工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 管工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 電気工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ナカノフドー建設 東京都千代田区五番町４番地７ 竹谷　紀之 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ナカボーテック 東京都中央区新川一丁目１７番２１号　茅場町ファーストビル 木村　浩 塗装工事 特定 A 県内

（株）ナカボーテック 東京都中央区新川一丁目１７番２１号　茅場町ファーストビル 木村　浩 電気工事 特定 A 県内

（株）ナカボーテック 東京都中央区新川一丁目１７番２１号　茅場町ファーストビル 木村　浩 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ナカムラ 佐倉市西志津五丁目１４番６号 森　勇市 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ナカムラ 佐倉市西志津五丁目１４番６号 森　勇市 建築一式工事 特定 A 県内

中村展設（株） 東京都墨田区両国二丁目９番８号 中村　順一 内装仕上工事 特定 A 県外

中村展設（株） 東京都墨田区両国二丁目９番８号 中村　順一 建築一式工事 一般 B 県外

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 解体工事 特定 A 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 水道施設工事 特定 B 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 造園工事 一般 A 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 ほ装工事 特定 A 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 管工事 特定 B 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 建築一式工事 一般 A 市内

（株）中山工務店 富津市湊２９３番地７ 中山　勝之 土木一式工事 特定 A 市内

長浦設備（株） 袖ケ浦市蔵波１１２番地 鈴木　和弘 消防施設工事 一般 C 市内

長浦設備（株） 袖ケ浦市蔵波１１２番地 鈴木　和弘 水道施設工事 一般 C 市内

長浦設備（株） 袖ケ浦市蔵波１１２番地 鈴木　和弘 ほ装工事 一般 B 市内

長浦設備（株） 袖ケ浦市蔵波１１２番地 鈴木　和弘 管工事 一般 A 市内

長浦設備（株） 袖ケ浦市蔵波１１２番地 鈴木　和弘 土木一式工事 一般 C 市内

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 水道施設工事 特定 A 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 石垣　真 管工事 特定 A 県外

（株）長門建設 印西市長門屋５５番地５９ 目等　研二 解体工事 特定 A 県内

（株）長門建設 印西市長門屋５５番地５９ 目等　研二 水道施設工事 特定 A 県内

（株）長門建設 印西市長門屋５５番地５９ 目等　研二 ほ装工事 特定 A 県内

（株）長門建設 印西市長門屋５５番地５９ 目等　研二 石工事 特定 A 県内

（株）長門建設 印西市長門屋５５番地５９ 目等　研二 土木一式工事 特定 A 県内
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（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 管工事 一般 A 県内

（有）長沼興業社 千葉市稲毛区宮野木町２１４８番地４ 谷上　邑 土木一式工事 一般 B 県内

（株）ナガミネ 東金市台方１５８４番地１ 長嶺　裕子 管工事 一般 B 県内

（株）ナガミネ 東金市台方１５８４番地１ 長嶺　裕子 土木一式工事 一般 C 県内

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 解体工事 特定 A 県外

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 大工工事 特定 A 県外

（株）ナガワ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 高橋　修 建築一式工事 特定 A 県外

ナナワ工業（有） 千葉市若葉区桜木六丁目３番５４号 関　正一 防水工事 一般 A 県内

ナナワ工業（有） 千葉市若葉区桜木六丁目３番５４号 関　正一 塗装工事 一般 A 県内

ナブコシステム（株） 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号　霞が関ビルディング３２階 内田　正則 建具工事 一般 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 解体工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 建具工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 造園工事 一般 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 熱絶縁工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 防水工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 塗装工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 ガラス工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 板金工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 鉄筋工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 管工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 電気工事 一般 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 屋根工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 石工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 左官工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 大工工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ナリコー 成田市三里塚光ケ丘１番地１３３１ 加瀬　敏雄 土木一式工事 特定 A 県内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 解体工事 一般 A 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）成田産業 富津市田原２７８番地 成田　政已 土木一式工事 一般 A 市内

（株）成田電機 千葉市中央区松波三丁目１３番６号 成田　滋 電気工事 特定 A 県内

成瀬電気工事（株） 石川県金沢市問屋町二丁目１７番地 成瀬　亮太郎 電気工事 特定 A 県外

（有）鳴海建設 袖ケ浦市蔵波２９５１番地１ 鳴海　卓也 ほ装工事 一般 A 市内

（有）鳴海建設 袖ケ浦市蔵波２９５１番地１ 鳴海　卓也 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内
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（有）鳴海建設 袖ケ浦市蔵波２９５１番地１ 鳴海　卓也 土木一式工事 一般 B 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 機械器具設置工事 一般 A 市内

南総電機（株） 木更津市請西一丁目１０番２８号 近藤　雅文 電気工事 特定 A 市内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 電気通信工事 特定 A 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 機械器具設置工事 特定 A 県内

西川計測（株） 東京都渋谷区代々木三丁目２２番７号 田中　勝彦 電気工事 特定 A 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 防水工事 特定 A 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 塗装工事 特定 A 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（有）西川塗装店 千葉市若葉区愛生町２６番地３ 西川　昇 建築一式工事 特定 A 県内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 解体工事 一般 A 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 水道施設工事 一般 A 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 ほ装工事 一般 A 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 管工事 一般 A 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）錦織商店 富津市田倉４８３番地２２ 錦織　浩美 土木一式工事 一般 A 市内

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 西原　幸志 水道施設工事 特定 A 県外

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 西原　幸志 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 西原　幸志 管工事 特定 A 県外

（株）西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 西原　幸志 土木一式工事 特定 A 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 解体工事 特定 B 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 清掃施設工事 特定 B 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 水道施設工事 特定 A 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 管工事 特定 A 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 電気工事 特定 B 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 建築一式工事 特定 A 県外

（株）西原ネオ 東京都港区芝浦三丁目６番１８号 月橋　伸夫 土木一式工事 特定 A 県外

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 解体工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 水道施設工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 内装仕上工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 防水工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 塗装工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 しゅんせつ工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 ほ装工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 鋼構造物工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 屋根工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 石工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 左官工事 特定 A 県内
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西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 大工工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 建築一式工事 特定 A 県内

西松建設（株） 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 高瀬　伸利 土木一式工事 特定 A 県内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 解体工事 特定 C 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 内装仕上工事 特定 B 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 防水工事 特定 C 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 塗装工事 特定 C 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 大工工事 特定 B 市内

日建（株） 木更津市幸町一丁目１番６号 重田　靜枝 建築一式工事 特定 A 市内

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 造園工事 特定 B 県外

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 機械器具設置工事 一般 C 県外

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 しゅんせつ工事 特定 C 県外

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 管工事 一般 B 県外

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 電気工事 一般 C 県外

日建総業（株） 東京都豊島区西池袋三丁目３３番１９号 越川　淳 土木一式工事 特定 C 県外

日工建設（株） 東京都港区芝四丁目２番９号 谷口　洋一 水道施設工事 特定 B 県外

日工建設（株） 東京都港区芝四丁目２番９号 谷口　洋一 塗装工事 特定 B 県外

日工建設（株） 東京都港区芝四丁目２番９号 谷口　洋一 ほ装工事 特定 A 県外

日工建設（株） 東京都港区芝四丁目２番９号 谷口　洋一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日工建設（株） 東京都港区芝四丁目２番９号 谷口　洋一 土木一式工事 特定 A 県外

日幸建設（株） 千葉市中央区登戸一丁目２３番４号 宍倉　幸信 内装仕上工事 特定 A 県内

日幸建設（株） 千葉市中央区登戸一丁目２３番４号 宍倉　幸信 ほ装工事 特定 A 県内

日幸建設（株） 千葉市中央区登戸一丁目２３番４号 宍倉　幸信 建築一式工事 特定 A 県内

日幸建設（株） 千葉市中央区登戸一丁目２３番４号 宍倉　幸信 土木一式工事 特定 B 県内

日興通信（株） 東京都世田谷区桜丘一丁目２番２２号 鈴木　範夫 電気通信工事 特定 A 県内

日工マシナリー（株） 野田市上三ケ尾２５９番地 片岡　昭生 機械器具設置工事 一般 A 県内

日工マシナリー（株） 野田市上三ケ尾２５９番地 片岡　昭生 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 水道施設工事 特定 A 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 さく井工事 特定 A 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 造園工事 特定 A 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 管工事 特定 A 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）日さく 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目１９９番地３ 若林　直樹 土木一式工事 特定 A 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 水道施設工事 一般 A 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 管工事 一般 B 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

（株）日章アドミニプラン 埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内４６７番地１ 西脇　繁 土木一式工事 一般 C 県外

日勝スポーツ工業（株） 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 岡田　一良 造園工事 特定 A 県外

日勝スポーツ工業（株） 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 岡田　一良 ほ装工事 特定 A 県外
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日勝スポーツ工業（株） 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 岡田　一良 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日勝スポーツ工業（株） 東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号 岡田　一良 土木一式工事 特定 A 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電気通信工事 一般 A 県外

日信ＩＴフィールドサービス（株） 東京都台東区東上野二丁目２４番１号 田中　透 電気工事 一般 B 県外

日新建設（株） 袖ケ浦市福王台三丁目３０番地３ 平戸　誠一 建築一式工事 特定 A 市内

日新電機（株） 京都府京都市右京区梅津高畝町４７番地 松下　芳弘 電気通信工事 特定 A 県外

日新電機（株） 京都府京都市右京区梅津高畝町４７番地 松下　芳弘 電気工事 特定 A 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 電気通信工事 特定 A 県外

日神電子（株） 東京都文京区本郷三丁目４番１７号 杉岡　久紀 電気工事 特定 B 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 水道施設工事 特定 A 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 機械器具設置工事 一般 B 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

日水産業（株） 神奈川県横浜市港南区港南台三丁目４番４６号 黒田　和久 土木一式工事 一般 B 県外

日成ビルド工業（株） 石川県金沢市金石北三丁目１６番１０号 木村　明文 建築一式工事 特定 A 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 消防施設工事 特定 A 県内

ニッタン（株） 東京都渋谷区笹塚一丁目５４番５号 沖　昌徳 電気通信工事 一般 A 県内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 水道施設工事 特定 A 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 機械器具設置工事 特定 A 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 鋼構造物工事 特定 A 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 管工事 特定 A 準市内

日鉄環境（株） 東京都港区海岸一丁目９番１号 松村　武彦 電気工事 特定 A 準市内

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 東京都品川区大崎一丁目５番１号 元内　利文 水道施設工事 特定 A 県外

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 東京都品川区大崎一丁目５番１号 元内　利文 鋼構造物工事 特定 A 県外

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 東京都品川区大崎一丁目５番１号 元内　利文 管工事 特定 A 県外

日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株） 東京都品川区大崎一丁目５番１号 元内　利文 土木一式工事 特定 A 県外

（株）ＮＩＴＴＯ 神奈川県川崎市宮前区西野川二丁目３７番３５号 飛鳥　正文 防水工事 特定 A 県外

（株）ＮＩＴＴＯ 神奈川県川崎市宮前区西野川二丁目３７番３５号 飛鳥　正文 塗装工事 特定 A 県外

（株）ＮＩＴＴＯ 神奈川県川崎市宮前区西野川二丁目３７番３５号 飛鳥　正文 建築一式工事 特定 A 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 解体工事 一般 B 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 水道施設工事 一般 B 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 機械器具設置工事 特定 A 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 鋼構造物工事 一般 A 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 管工事 一般 A 県外

日東化工機（株） 東京都江東区常盤一丁目１７番１１号 牛込　公彦 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県外

日東工営（株） 東京都新宿区西新宿７丁目７番３０号 高山　哲夫 建築一式工事 特定 A 県内

日特建設（株） 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 和田　康夫 水道施設工事 特定 A 県内

日特建設（株） 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 和田　康夫 ほ装工事 特定 A 県内

日特建設（株） 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 和田　康夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

日特建設（株） 東京都中央区東日本橋三丁目１０番６号 和田　康夫 土木一式工事 特定 A 県内

日本オーチス・エレベータ（株） 東京都文京区本駒込二丁目２８番８号 山上　浩 機械器具設置工事 特定 A 県外

日本ギア工業（株） 神奈川県藤沢市桐原町７番地 寺田　治夫 機械器具設置工事 一般 A 県内
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日本ギア工業（株） 神奈川県藤沢市桐原町７番地 寺田　治夫 電気工事 一般 A 県内

日本電設工業（株） 東京都台東区池之端一丁目２番２３号 安田　一成 消防施設工事 特定 A 県内

日本電設工業（株） 東京都台東区池之端一丁目２番２３号 安田　一成 電気通信工事 特定 A 県内

日本電設工業（株） 東京都台東区池之端一丁目２番２３号 安田　一成 電気工事 特定 A 県内

日本ドライメンテナンス（株） 千葉市中央区中央港一丁目２４番１４号 遠山　榮一 消防施設工事 一般 B 県内

日本ビルコ（株） 北海道札幌市北区北十条西四丁目１番地 指川　司 消防施設工事 一般 C 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 解体工事 特定 A 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 水道施設工事 特定 A 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 ほ装工事 特定 A 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３番地 有馬　浩史 土木一式工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 解体工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 清掃施設工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 水道施設工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 建具工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 熱絶縁工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 内装仕上工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 防水工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 塗装工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 ガラス工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 板金工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 しゅんせつ工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 ほ装工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 鉄筋工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 鋼構造物工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 管工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 屋根工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 石工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 左官工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 大工工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 建築一式工事 特定 B 県外

（株）日本管財環境サービス 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６番３号 徳山　良一 土木一式工事 特定 B 県外

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 水道施設工事 特定 C 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 機械器具設置工事 一般 A 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 塗装工事 特定 C 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 鋼構造物工事 特定 C 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 管工事 特定 A 県内
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日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

日本技建（株） 船橋市市場五丁目９番２２号 荒木　英機 土木一式工事 特定 C 県内

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 水道施設工事 特定 A 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 機械器具設置工事 一般 A 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 防水工事 特定 A 県外

日本原料（株） 神奈川県川崎市川崎区東田町１番地２ 齋藤　安弘 土木一式工事 特定 A 県外

日本鉱発（株） 茂原市北塚４０７番地１ 鈴木　克美 さく井工事 一般 B 県内

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂四丁目９番９号 朝倉　健夫 水道施設工事 特定 A 県内

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂四丁目９番９号 朝倉　健夫 ほ装工事 特定 A 県内

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂四丁目９番９号 朝倉　健夫 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂四丁目９番９号 朝倉　健夫 建築一式工事 特定 A 県内

日本国土開発（株） 東京都港区赤坂四丁目９番９号 朝倉　健夫 土木一式工事 特定 A 県内

（株）日本スポーツ総業 東京都板橋区南常盤台一丁目１８番１号 中川　幸男 土木一式工事 一般 C 県外

日本装芸（株） 東京都大田区矢口一丁目４番１０号 齋藤　隆司 管工事 特定 A 県内

日本体育施設（株） 東京都中野区東中野三丁目２０番１０号 小松　和幸 造園工事 特定 A 県内

日本体育施設（株） 東京都中野区東中野三丁目２０番１０号 小松　和幸 ほ装工事 特定 A 県内

日本体育施設（株） 東京都中野区東中野三丁目２０番１０号 小松　和幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

日本体育施設（株） 東京都中野区東中野三丁目２０番１０号 小松　和幸 土木一式工事 特定 A 県内

日本テクニカル・サービス（株） 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 米谷　恭児 電気通信工事 特定 A 県外

日本テクニカル・サービス（株） 東京都世田谷区池尻３丁目１０番３号 米谷　恭児 電気工事 特定 A 県外

日本特殊輸送機（株） 東京都千代田区神田多町二丁目３番地１ 荒川　祥之 機械器具設置工事 一般 C 県外

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 ほ装工事 特定 A 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区西新宿六丁目６番３号 舟久保　公雄 土木一式工事 特定 A 県内

日本ファシリオ（株） 東京都港区北青山二丁目１２番２８号青山ビル 若木　輝彦 消防施設工事 一般 A 県内

日本ファシリオ（株） 東京都港区北青山二丁目１２番２８号青山ビル 若木　輝彦 管工事 特定 A 県内

日本ファシリオ（株） 東京都港区北青山二丁目１２番２８号青山ビル 若木　輝彦 電気工事 特定 A 県内

日本ファブテック（株） 茨城県取手市下高井１０２０番地 野上　勇 鋼構造物工事 特定 A 県外

日本ファブテック（株） 茨城県取手市下高井１０２０番地 野上　勇 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日本ファブテック（株） 茨城県取手市下高井１０２０番地 野上　勇 土木一式工事 特定 A 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 消防施設工事 一般 A 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 内装仕上工事 一般 B 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 管工事 一般 B 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 屋根工事 一般 B 県外

（株）日本防災技術センター 北海道札幌市北区北十条西４丁目１番地　防災ビル 指川　司 建築一式工事 一般 B 県外

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 佐藤　元彦 塗装工事 一般 A 県外

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 佐藤　元彦 電気工事 特定 A 県外

日本防蝕工業（株） 東京都大田区南蒲田一丁目２１番１２号 佐藤　元彦 土木一式工事 特定 A 県外

日本無線（株） 東京都中野区中野四丁目１０番１号　 小洗　健 電気通信工事 特定 A 県外

日本無線（株） 東京都中野区中野四丁目１０番１号　 小洗　健 電気工事 特定 A 県外

（株）日本ロード 君津市練木２番地８ 清野　忠彦 塗装工事 一般 A 市内
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（株）日本ロード 君津市練木２番地８ 清野　忠彦 ほ装工事 一般 A 市内

（株）日本ロード 君津市練木２番地８ 清野　忠彦 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）日本ロード 君津市練木２番地８ 清野　忠彦 土木一式工事 一般 B 市内

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 造園工事 特定 A 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 塗装工事 特定 A 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 ほ装工事 特定 A 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 鋼構造物工事 特定 A 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日本ロード・メンテナンス（株） 東京都港区芝浦四丁目１７番４号 亀田　丈司 土木一式工事 特定 A 県外

日本ヴィクトリック（株） 東京都港区六本木一丁目８番７号 和田　剛二 水道施設工事 一般 A 県外

日本ヴィクトリック（株） 東京都港区六本木一丁目８番７号 和田　剛二 鋼構造物工事 一般 A 県外

日本ヴィクトリック（株） 東京都港区六本木一丁目８番７号 和田　剛二 土木一式工事 一般 A 県外

糠信瀝青（株） 船橋市藤原六丁目２７番３号 糠信　雄司 防水工事 一般 A 県内

糠信瀝青（株） 船橋市藤原六丁目２７番３号 糠信　雄司 塗装工事 一般 C 県内

糠信瀝青（株） 船橋市藤原六丁目２７番３号 糠信　雄司 建築一式工事 一般 B 県内

（株）ネオテック 船橋市芝山二丁目１４番２８号 片岡　幸哉 管工事 特定 A 県内

（株）ネクセライズ 東京都江東区東陽三丁目７番１３号 西山　和幸 消防施設工事 一般 A 県外

（株）ネクセライズ 東京都江東区東陽三丁目７番１３号 西山　和幸 機械器具設置工事 一般 C 県外

（株）ネクセライズ 東京都江東区東陽三丁目７番１３号 西山　和幸 管工事 特定 A 県外

（株）ネクセライズ 東京都江東区東陽三丁目７番１３号 西山　和幸 電気工事 特定 A 県外

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 消防施設工事 特定 A 県内

能美防災（株） 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 岡村　武士 電気工事 特定 A 県内

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 造園工事 一般 B 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 ほ装工事 一般 B 県外

（株）ハイクレー 埼玉県久喜市南五丁目４番４１号 大川　称三 土木一式工事 一般 B 県外

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 解体工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 水道施設工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 造園工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 しゅんせつ工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 ほ装工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 鋼構造物工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 石工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

萩原土建（株） 山武郡芝山町大里１５５３番地の３ 萩原　仁 土木一式工事 特定 A 県内

ＨＡＫＵＥＩ　ＨＯＭＥ　ＭＡＤＥ（株） 柏市大井１７３４‐１ 堀江　広二朗 防水工事 一般 B 県内

ＨＡＫＵＥＩ　ＨＯＭＥ　ＭＡＤＥ（株） 柏市大井１７３４‐１ 堀江　広二朗 塗装工事 一般 B 県内

ＨＡＫＵＥＩ　ＨＯＭＥ　ＭＡＤＥ（株） 柏市大井１７３４‐１ 堀江　広二朗 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

ＨＡＫＵＥＩ　ＨＯＭＥ　ＭＡＤＥ（株） 柏市大井１７３４‐１ 堀江　広二朗 建築一式工事 一般 B 県内

（有）橋立管工 袖ケ浦市蔵波２９０６番地３３ 橋立　勉 消防施設工事 一般 C 市内

（有）橋立管工 袖ケ浦市蔵波２９０６番地３３ 橋立　勉 水道施設工事 一般 C 市内

（有）橋立管工 袖ケ浦市蔵波２９０６番地３３ 橋立　勉 管工事 一般 B 市内
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（有）橋立管工 袖ケ浦市蔵波２９０６番地３３ 橋立　勉 土木一式工事 一般 C 市内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 解体工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 水道施設工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 建具工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 防水工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 塗装工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 ほ装工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 建築一式工事 特定 A 県内

（株）橋本組 静岡県焼津市本町二丁目２番１号 橋本　真典 土木一式工事 特定 A 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 電気通信工事 一般 A 県内

（株）橋本電業社 千葉市花見川区作新台四丁目１６番１０号 橋本　淳 電気工事 特定 A 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 造園工事 特定 A 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 ほ装工事 特定 A 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

長谷川体育施設（株） 東京都世田谷区太子堂一丁目４番２１号 仁ノ平　俊和 土木一式工事 特定 A 県内

（株）八光電気工業 八街市用草１３２５番地 中村　和彦 消防施設工事 一般 A 県内

（株）八光電気工業 八街市用草１３２５番地 中村　和彦 管工事 特定 A 県内

（株）八光電気工業 八街市用草１３２５番地 中村　和彦 電気工事 特定 A 県内

（株）ハツガイ 群馬県太田市東新町３０１番地 山澤　明子 解体工事 特定 A 県外

（株）ハツガイ 群馬県太田市東新町３０１番地 山澤　明子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）ハツガイ 群馬県太田市東新町３０１番地 山澤　明子 土木一式工事 特定 A 県外

初谷建設（株） 栃木県佐野市大橋町１００３番地の２ 山澤　明子 解体工事 特定 A 県外

初谷建設（株） 栃木県佐野市大橋町１００３番地の２ 山澤　明子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

初谷建設（株） 栃木県佐野市大橋町１００３番地の２ 山澤　明子 土木一式工事 特定 A 県外

（株）ハナノイ 松戸市松飛台２１５番地２ 星野　卓士 建築一式工事 一般 B 県内

（株）ハマソウ 八街市吉倉４３３番地１３ 濱崎　幸一 防水工事 一般 C 県内

（株）ハマソウ 八街市吉倉４３３番地１３ 濱崎　幸一 塗装工事 特定 A 県内

（株）ハマソウ 八街市吉倉４３３番地１３ 濱崎　幸一 建築一式工事 一般 B 県内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 解体工事 特定 A 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 塗装工事 特定 B 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 しゅんせつ工事 特定 B 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 ほ装工事 特定 A 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 鋼構造物工事 特定 B 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 建築一式工事 特定 A 市内

（株）ハマダ 木更津市潮見四丁目１４番地９ 安藝　真一 土木一式工事 特定 B 市内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 解体工事 特定 A 県内
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（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ハマダ 兵庫県姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 帽田　泰輔 土木一式工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 解体工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 水道施設工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 ほ装工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 管工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 建築一式工事 特定 B 県内

（有）浜谷総業 茂原市長谷６２９番地５ 濱谷　弘恵 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 解体工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 水道施設工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 造園工事 一般 B 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 塗装工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 しゅんせつ工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 ほ装工事 一般 A 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 鋼構造物工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 石工事 一般 C 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 建築一式工事 一般 B 市内

（株）ハヤシ造園土木 富津市大堀一丁目９番地２ 林　一廣 土木一式工事 一般 A 市内

林造園土木（株） 千葉市中央区都町三丁目２９番１号 飯嶋　茂樹 造園工事 特定 A 県内

林造園土木（株） 千葉市中央区都町三丁目２９番１号 飯嶋　茂樹 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

林造園土木（株） 千葉市中央区都町三丁目２９番１号 飯嶋　茂樹 土木一式工事 一般 A 県内

（株）早見設備 松戸市二ツ木二葉町１９８番地２ 早見　政晃 水道施設工事 特定 A 県内

（株）早見設備 松戸市二ツ木二葉町１９８番地２ 早見　政晃 ほ装工事 特定 A 県内

（株）早見設備 松戸市二ツ木二葉町１９８番地２ 早見　政晃 管工事 特定 A 県内

（株）早見設備 松戸市二ツ木二葉町１９８番地２ 早見　政晃 土木一式工事 特定 A 県内

（有）原田産業 富津市青木１４７６番地２ 鹿島　康博 造園工事 一般 B 市内

（有）原田産業 富津市青木１４７６番地２ 鹿島　康博 ほ装工事 一般 B 市内

（有）原田産業 富津市青木１４７６番地２ 鹿島　康博 土木一式工事 一般 B 市内

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 消防施設工事 一般 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 建具工事 特定 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 電気通信工事 特定 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 機械器具設置工事 特定 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 内装仕上工事 特定 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 管工事 特定 A 県外

パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号 藤井　和夫 電気工事 特定 A 県外
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パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電気通信工事 特定 A 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 機械器具設置工事 特定 A 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 管工事 特定 A 県外

パナソニックコネクト（株） 東京都中央区銀座八丁目２１番１号 樋口　泰行 電気工事 特定 A 県外

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 水道施設工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 塗装工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 しゅんせつ工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 ほ装工事 特定 B 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 鋼構造物工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 管工事 特定 A 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 石工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 市内

光・管工（株） 木更津市本郷一丁目６番１４号 大柳　邦男 土木一式工事 特定 B 市内

光商工（株） 東京都中央区銀座七丁目４番１４号 村田　龍二 電気工事 特定 A 県外

東日本電信電話（株） 東京都新宿区西新宿三丁目１９番２号 澁谷　直樹 電気通信工事 特定 A 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 水道施設工事 一般 C 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 ほ装工事 一般 C 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 管工事 一般 B 県内

（株）飛翔工業 松戸市稔台三丁目３８番地２ 豊島　秀徳 土木一式工事 一般 B 県内

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 小林　圭三 水道施設工事 特定 A 県外

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 小林　圭三 電気通信工事 特定 A 県外

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 小林　圭三 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田一丁目５番１号 小林　圭三 電気工事 特定 A 県外

日立グローバルライフソリューションズ（株） 東京都港区西新橋二丁目１５番１２号 大隅　英貴 管工事 特定 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 消防施設工事 一般 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電気通信工事 特定 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 管工事 特定 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 電気工事 特定 A 県外

（株）日立システムズ 東京都品川区大崎一丁目２番１号 柴原　節男 建築一式工事 特定 A 県外

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 水道施設工事 特定 A 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電気通信工事 特定 A 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 管工事 特定 A 県内

（株）日立製作所 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 小島　啓二 電気工事 特定 A 県内

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 清掃施設工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 水道施設工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 機械器具設置工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 塗装工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 しゅんせつ工事 特定 A 県外
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日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 ほ装工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 鋼構造物工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 管工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 電気工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 建築一式工事 特定 A 県外

日立造船（株） 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目７番８９号 三野　禎男 土木一式工事 特定 A 県外

日立電工（株） 船橋市習志野一丁目１２番１３号 近藤　信幸 電気工事 特定 A 県内

（株）日立ビルシステム 東京都足立区中川４丁目１６番２９号 光冨　眞哉 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）日立ビルシステム 東京都足立区中川４丁目１６番２９号 光冨　眞哉 管工事 特定 A 県内

（株）日立ビルシステム 東京都足立区中川４丁目１６番２９号 光冨　眞哉 電気工事 特定 A 県内

（株）日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　 岡野　邦彦 水道施設工事 特定 A 県外

（株）日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　 岡野　邦彦 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）日立プラントサービス 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号　 岡野　邦彦 電気工事 特定 A 県外

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 水道施設工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 造園工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 ほ装工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）日比谷アメニス 東京都港区三田四丁目７番２７号 伊藤　幸男 土木一式工事 特定 A 県内

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 消防施設工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 水道施設工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 電気通信工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 ほ装工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 管工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 電気工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 建築一式工事 特定 A 県外

日比谷総合設備（株） 東京都港区三田三丁目５番２７号 黒田　長裕 土木一式工事 特定 A 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 内装仕上工事 一般 A 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 鋼構造物工事 一般 A 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 電気工事 一般 A 県外

表示灯（株） 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目２番１１号 徳毛　孝裕 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県外

（株）ひらい 市原市姉崎７３６番地１ 夏井　宏一郎 建築一式工事 特定 A 県内

（株）平田工務店 君津市東粟倉２７９番地 平田　儀明 解体工事 特定 A 市内

（株）平田工務店 君津市東粟倉２７９番地 平田　儀明 水道施設工事 特定 B 市内

（株）平田工務店 君津市東粟倉２７９番地 平田　儀明 ほ装工事 特定 A 市内

（株）平田工務店 君津市東粟倉２７９番地 平田　儀明 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）平田工務店 君津市東粟倉２７９番地 平田　儀明 土木一式工事 特定 A 市内
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（株）平野電設 成田市松崎２６４番地 平野　伸一 電気工事 特定 A 県内

（株）平野塗装 千葉市若葉区金親町２０６番地３‐１０３号 平野　一則 防水工事 一般 B 県内

（株）平野塗装 千葉市若葉区金親町２０６番地３‐１０３号 平野　一則 塗装工事 特定 A 県内

（株）平野塗装 千葉市若葉区金親町２０６番地３‐１０３号 平野　一則 建築一式工事 一般 B 県内

平山建設（株） 成田市花崎町９４３番地１ 平山　秀樹 解体工事 特定 A 県内

平山建設（株） 成田市花崎町９４３番地１ 平山　秀樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

平山建設（株） 成田市花崎町９４３番地１ 平山　秀樹 建築一式工事 特定 A 県内

平山建設（株） 成田市花崎町９４３番地１ 平山　秀樹 土木一式工事 一般 B 県内

広島建設（株） 柏市豊四季１００４番地 島田　秀貴 解体工事 一般 A 県内

広島建設（株） 柏市豊四季１００４番地 島田　秀貴 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 ほ装工事 一般 C 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 鋼構造物工事 一般 C 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 屋根工事 一般 C 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 建築一式工事 一般 C 県外

（株）ビシクレット 東京都港区新橋六丁目２１番３号 井上　喜一朗 土木一式工事 一般 C 県外

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 解体工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 建具工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 熱絶縁工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 防水工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 塗装工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 ガラス工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 板金工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 鉄筋工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 屋根工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 石工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 左官工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 大工工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 森　拓也 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 水道施設工事 一般 C 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 しゅんせつ工事 一般 C 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 ほ装工事 一般 B 県内

（株）ファーストサービス 松戸市旭町四丁目１１９０番地の７ 小美濃　敦 土木一式工事 一般 B 県内
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（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 解体工事 特定 A 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 水道施設工事 特定 B 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 石工事 特定 B 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ファクト 鎌ヶ谷市くぬぎ山五丁目６番８号 降幡　正夫 土木一式工事 特定 A 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 消防施設工事 一般 A 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 電気通信工事 一般 A 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 管工事 特定 A 県内

フィデス（株） 千葉市緑区大高町４０番地１５ 細矢　充 電気工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 機械器具設置工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 塗装工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 ほ装工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 鋼構造物工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 管工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 電気工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 建築一式工事 特定 A 県内

布川産業（株） 船橋市南本町１２番１５号 布川　義久 土木一式工事 特定 A 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 消防施設工事 一般 B 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 機械器具設置工事 一般 A 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 管工事 一般 A 県内

福井サービス工業（株） 千葉市稲毛区小深町２５番地 根本　伸一 電気工事 一般 A 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 消防施設工事 一般 A 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 水道施設工事 特定 A 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 機械器具設置工事 特定 A 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 管工事 特定 A 県内

福井電機（株） 千葉市中央区問屋町１６番３号 村杉　茂治 電気工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 解体工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 水道施設工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 ほ装工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 石工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３番地１０ 荒明　正紀 土木一式工事 特定 A 県内

（有）福田水道 君津市外箕輪四丁目２８番１１号 福田　順也 水道施設工事 一般 C 市内

（有）福田水道 君津市外箕輪四丁目２８番１１号 福田　順也 管工事 一般 A 市内

福本鐵工（株） 松戸市常盤平五丁目１８‐１　五香第一生命ビル３Ｆ 福本　達也 水道施設工事 特定 A 県内

福本鐵工（株） 松戸市常盤平五丁目１８‐１　五香第一生命ビル３Ｆ 福本　達也 鋼構造物工事 特定 A 県内
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福本鐵工（株） 松戸市常盤平五丁目１８‐１　五香第一生命ビル３Ｆ 福本　達也 土木一式工事 一般 B 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 解体工事 特定 B 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 造園工事 特定 A 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 ほ装工事 特定 A 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

藤木園緑化土木（株） 習志野市茜浜一丁目６番４号 佐藤　正幸 土木一式工事 特定 A 県内

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹三丁目１番３号 阿部　敏明 造園工事 特定 A 県外

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹三丁目１番３号 阿部　敏明 ほ装工事 特定 A 県外

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹三丁目１番３号 阿部　敏明 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）富士グリーンテック 山梨県甲府市富竹三丁目１番３号 阿部　敏明 土木一式工事 特定 A 県外

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 解体工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 水道施設工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 造園工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 防水工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 塗装工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 ほ装工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 管工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 電気工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 石工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 建築一式工事 特定 A 県内

（株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番６号 角田　隆二 土木一式工事 特定 A 県内

富士産業（株） 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号 栗田　隆志 建築一式工事 特定 A 県外

（有）藤住設 市原市能満１４４２番地１０ 石川　藤吉 水道施設工事 一般 C 県内

（有）藤住設 市原市能満１４４２番地１０ 石川　藤吉 管工事 一般 A 県内

（有）藤住設 市原市能満１４４２番地１０ 石川　藤吉 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

（有）藤住設 市原市能満１４４２番地１０ 石川　藤吉 土木一式工事 一般 B 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 水道施設工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 建具工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 熱絶縁工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 内装仕上工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 防水工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 塗装工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 ガラス工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 板金工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 ほ装工事 特定 A 県内
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（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 鉄筋工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 屋根工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 石工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 左官工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 大工工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 建築一式工事 特定 A 県内

（株）フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 土木一式工事 特定 A 県内

（株）藤田建装 東京都台東区西浅草一丁目７番４号 藤田　一之 内装仕上工事 特定 A 県外

（株）藤田建装 東京都台東区西浅草一丁目７番４号 藤田　一之 建築一式工事 特定 A 県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電気通信工事 特定 A 県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 管工事 一般 A 県外

富士通Ｊａｐａｎ（株） 東京都港区東新橋一丁目５番２号 砂田　敬之 電気工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 消防施設工事 一般 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電気通信工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 内装仕上工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 鋼構造物工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 管工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 電気工事 特定 A 県外

富士通ネットワークソリューションズ（株） 神奈川県川崎市幸区大宮町１番地５ 志真　哲夫 建築一式工事 特定 A 県外

フジテコム（株） 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地 森山　慎一 電気通信工事 一般 A 県外

フジテック（株） 東京都港区白金１‐１７‐３ 内山　高一 機械器具設置工事 特定 A 県内

富士電機ＩＴソリューション（株） 東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 及川　弘 電気通信工事 一般 A 県内

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 日下　高 管工事 特定 A 県内

富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 日下　高 電気工事 特定 A 県内

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 清掃施設工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 水道施設工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 電気通信工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 管工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 電気工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 建築一式工事 特定 A 県外

（株）フソウ 香川県高松市郷東町７９２番地８ 角　尚宣 土木一式工事 特定 A 県外

扶桑電機工業（株） 東京都品川区南品川六丁目３番１０号 佐野　健二郎 建具工事 一般 A 県外

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 管工事 一般 B 県内

フタバホーベル（株） 千葉市緑区平山町１９１３番地２１ 佐野　仁 電気工事 一般 B 県内

富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 水道施設工事 一般 C 市内
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富津市管工事業（協） 富津市篠部１４２１番地 高橋　裕之 管工事 一般 B 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀１丁目２４番地３ 佐久間　政彦 造園工事 一般 A 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀１丁目２４番地３ 佐久間　政彦 ほ装工事 一般 B 市内

富津転業土木造園（協） 富津市大堀１丁目２４番地３ 佐久間　政彦 土木一式工事 一般 B 市内

不動開発（株） 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目３１番２０号 松永　満 解体工事 特定 A 県外

不動開発（株） 埼玉県さいたま市南区南浦和三丁目３１番２０号 松永　満 建築一式工事 特定 A 県外

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 解体工事 特定 A 県内

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 水道施設工事 特定 A 県内

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 ほ装工事 特定 A 県内

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）不動テトラ 東京都中央区日本橋小網町７番２号 奥田　眞也 土木一式工事 特定 A 県内

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 清掃施設工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 水道施設工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 機械器具設置工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 鋼構造物工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 管工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 電気工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 建築一式工事 特定 A 県外

古河産機システムズ（株） 東京都千代田区大手町二丁目６番４号 岩間　和義 土木一式工事 特定 A 県外

フルテック（株） 北海道札幌市中央区北１３条西１７丁目１番３１号 古野　重幸 建具工事 一般 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 解体工事 特定 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 水道施設工事 特定 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 ほ装工事 特定 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 建築一式工事 特定 A 県内

古谷建設（株） 山武郡横芝光町栗山３１９５番地の１ 古谷　秀一 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ブロード 茨城県土浦市西並木町３７８１番地の２９ 香取　潤一 電気工事 一般 A 県外

文化シヤッターサービス（株） 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 中島　省吾 建具工事 一般 A 県外

文化シヤッターサービス（株） 東京都豊島区西巣鴨四丁目１４番５号 中島　省吾 内装仕上工事 一般 A 県外

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 防水工事 一般 A 県内

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 塗装工事 一般 C 県内

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 管工事 一般 B 県内

（株）プール施設サービス 千葉市稲毛区轟町三丁目８番１２号 中原　基一朗 建築一式工事 一般 B 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 消防施設工事 一般 A 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 電気通信工事 一般 A 県内

平和防災（株） 千葉市稲毛区長沼原町７７４番地２ 佐藤　宣仁 電気工事 一般 A 県内

（株）ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ 東京都港区芝大門一丁目１番３０号 長江　洋一 電気工事 特定 A 県内

（株）ベイ・エレックス 君津市北子安二丁目１６番３３号 水口　優 電気工事 一般 A 市内

（有）別宮組 船橋市山手一丁目１番３‐２１１号 別宮　勝一 解体工事 一般 C 県内

（有）別宮組 船橋市山手一丁目１番３‐２１１号 別宮　勝一 鋼構造物工事 一般 C 県内
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（有）別宮組 船橋市山手一丁目１番３‐２１１号 別宮　勝一 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（有）別宮組 船橋市山手一丁目１番３‐２１１号 別宮　勝一 土木一式工事 一般 C 県内

（株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 鈴木　洋 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 鈴木　洋 鋼構造物工事 特定 B 県外

（株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 鈴木　洋 管工事 特定 A 県外

（株）ベルテクノ 愛知県名古屋市中区錦３丁目５番２７号 鈴木　洋 土木一式工事 特定 A 県外

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 解体工事 特定 B 市内

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 防水工事 特定 A 市内

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 塗装工事 特定 A 市内

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 市内

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 建築一式工事 特定 A 市内

ホーナン建設工業（株） 君津市外箕輪４丁目３２番３４号 梶尾　憲一郎 土木一式工事 特定 B 市内

（有）邦栄設備 君津市外箕輪一丁目１７番３２号 福田　邦男 水道施設工事 一般 C 市内

（有）邦栄設備 君津市外箕輪一丁目１７番３２号 福田　邦男 管工事 一般 B 市内

（有）邦栄設備 君津市外箕輪一丁目１７番３２号 福田　邦男 土木一式工事 一般 C 市内

（有）豊永プランニング 佐倉市ユーカリが丘六丁目８番１号 永澤　龍也 水道施設工事 一般 C 県内

（有）豊永プランニング 佐倉市ユーカリが丘六丁目８番１号 永澤　龍也 ほ装工事 一般 C 県内

（有）豊永プランニング 佐倉市ユーカリが丘六丁目８番１号 永澤　龍也 管工事 一般 B 県内

（有）豊永プランニング 佐倉市ユーカリが丘六丁目８番１号 永澤　龍也 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 解体工事 一般 C 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 水道施設工事 一般 C 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 造園工事 一般 B 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 塗装工事 一般 C 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 しゅんせつ工事 一般 C 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 ほ装工事 一般 B 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 鋼構造物工事 一般 C 市内

（有）豊儀産工 袖ケ浦市蔵波２６番地２ 重城　規子 土木一式工事 一般 B 市内

（株）邦和設備 君津市上１８３番地 小倉　洋邦 水道施設工事 一般 C 市内

（株）邦和設備 君津市上１８３番地 小倉　洋邦 ほ装工事 一般 C 市内

（株）邦和設備 君津市上１８３番地 小倉　洋邦 管工事 一般 A 市内

（株）邦和設備 君津市上１８３番地 小倉　洋邦 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（株）邦和設備 君津市上１８３番地 小倉　洋邦 土木一式工事 一般 C 市内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 管工事 特定 A 県内

北総電機産業（株） 船橋市本郷町７２０番地 椎名　教泰 電気工事 特定 A 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 消防施設工事 一般 C 県内

北総防災（株） 佐倉市中志津四丁目３番６号 室井　秀 電気工事 一般 C 県内

（有）北斗設備工業 君津市杢師三丁目１６番２４号 稲場　利美 水道施設工事 一般 B 市内

（有）北斗設備工業 君津市杢師三丁目１６番２４号 稲場　利美 管工事 一般 A 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 解体工事 一般 C 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 ほ装工事 一般 A 市内

堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内
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堀切建設（株） 木更津市吾妻二丁目９番１６号 堀切　誠一 土木一式工事 一般 B 市内

（株）ホワイト 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　康博 管工事 一般 B 市内

（株）ホワイト 木更津市新田三丁目５番１５号 出口　康博 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 消防施設工事 一般 A 県内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 電気通信工事 一般 A 県内

防災技術センター（株） 千葉市中央区若草一丁目２０番１０号 滝口　滋 電気工事 一般 A 県内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 解体工事 特定 A 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 水道施設工事 特定 C 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 造園工事 一般 A 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 しゅんせつ工事 特定 C 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 ほ装工事 特定 A 市内

房総建材工業（株） 富津市下飯野１３０６番地の４ 佐久間　一 土木一式工事 特定 A 市内

房総電機工業（株） 木更津市文京五丁目１番７号 長谷川　由喜枝 電気工事 一般 A 市内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 消防施設工事 一般 C 県内

房総メンテナンス（株） 習志野市東習志野一丁目５番１１号 庄司　和正 管工事 一般 B 県内

（株）ボスダ 千葉市美浜区浜田二丁目３８番地幕張ビル３０３ 細野　忠敏 管工事 特定 A 県内

マイクロウェーブファクトリー（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１８番３号 山口　雅彦 内装仕上工事 特定 A 県外

マイクロウェーブファクトリー（株） 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１８番３号 山口　雅彦 建築一式工事 特定 C 県外

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 消防施設工事 一般 C 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 電気通信工事 一般 C 市内

マイスタートモ 木更津市畑沢南一丁目８番２１号 艫居　清治 電気工事 一般 C 市内

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 水道施設工事 特定 A 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 しゅんせつ工事 特定 A 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 鋼構造物工事 特定 A 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 管工事 特定 A 県外

（株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５番１１号 絹笠　淳 土木一式工事 特定 A 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 水道施設工事 特定 A 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 機械器具設置工事 特定 A 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 鋼構造物工事 特定 A 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 管工事 特定 A 県外

前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５番１１号 宮川　多正 電気工事 特定 A 県外

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 解体工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 水道施設工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 内装仕上工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 しゅんせつ工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 ほ装工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 鋼構造物工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 屋根工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 石工事 特定 A 県内
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前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 大工工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 建築一式工事 特定 A 県内

前田建設工業（株） 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 前田　操治 土木一式工事 特定 A 県内

（株）前田産業 熊本県熊本市南区野田三丁目１３番１号 木村　洋一郎 解体工事 特定 A 県外

（株）前田産業 熊本県熊本市南区野田三丁目１３番１号 木村　洋一郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）前田産業 熊本県熊本市南区野田三丁目１３番１号 木村　洋一郎 建築一式工事 特定 A 県外

（有）マエダ電気工事 富津市二間塚１６４３番地２５ 前田　幸男 管工事 一般 A 市内

（有）マエダ電気工事 富津市二間塚１６４３番地２５ 前田　幸男 電気工事 一般 A 市内

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 解体工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 水道施設工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 しゅんせつ工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 ほ装工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 鋼構造物工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町一丁目１３番４３号 真柄　卓司 土木一式工事 特定 A 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 電気通信工事 特定 A 県外

マグナ通信工業（株） 東京都杉並区和泉一丁目２２番１号 末村　秀樹 電気工事 特定 A 県外

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 解体工事 特定 B 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 造園工事 特定 A 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 塗装工事 特定 B 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

増栄産業（株） 袖ケ浦市久保田２１７１番地 高木　勝央 土木一式工事 特定 A 市内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 塗装工事 一般 A 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 ほ装工事 一般 A 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

増田産業（株） 松戸市松戸新田５７６番地４７ 増田　孝 土木一式工事 一般 B 県内

（株）増田電気工業所 千葉市若葉区都賀五丁目２１番２０号 増田　健 電気工事 特定 A 県内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 造園工事 特定 A 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 市内

（株）マスヤ 富津市更和７９番地 神子　滋 土木一式工事 特定 A 市内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 解体工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 水道施設工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 建具工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 熱絶縁工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 内装仕上工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 防水工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 塗装工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 ガラス工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 板金工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 しゅんせつ工事 特定 A 県内
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松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 ほ装工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 鉄筋工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 鋼構造物工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 屋根工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 石工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 左官工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 大工工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 建築一式工事 特定 A 県内

松井建設（株） 東京都中央区新川一丁目１７番２２号 松井　隆弘 土木一式工事 特定 A 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 解体工事 一般 B 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 造園工事 一般 A 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 塗装工事 一般 A 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 ほ装工事 一般 A 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 建築一式工事 一般 B 県内

松峰工業（株） 市原市武士４７１番地１ 長谷川　秀雄 土木一式工事 一般 A 県内

（株）松村組 東京都千代田区三番町２番地 村上　修 建築一式工事 特定 A 県外

（株）松村組 東京都千代田区三番町２番地 村上　修 土木一式工事 特定 A 県外

（株）間宮電気工業 南房総市和田町和田５８５番地 間宮　大輔 電気工事 特定 A 準市内

マリン産業（株） 市原市椎津８９５番地１ 永井　修 しゅんせつ工事 一般 B 県内

マリン産業（株） 市原市椎津８９５番地１ 永井　修 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

マリン産業（株） 市原市椎津８９５番地１ 永井　修 土木一式工事 一般 B 県内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 解体工事 一般 C 市内

丸井建設工業（株） 富津市川名１６００番地１ 平野　寛明 土木一式工事 一般 A 市内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 解体工事 特定 A 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 水道施設工事 特定 C 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 防水工事 特定 B 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 塗装工事 特定 B 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 しゅんせつ工事 特定 C 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 ほ装工事 特定 A 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 建築一式工事 特定 A 県内

（株）マルコウ中村組 市原市五井５６９８番地５ 中村　照文 土木一式工事 特定 A 県内

（株）マルゼン 東京都台東区根岸２丁目１９番１８号 渡辺　恵一 管工事 一般 A 県内

丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 水道施設工事 特定 B 県内

丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 塗装工事 特定 B 県内

丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 ほ装工事 特定 A 県内

丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 鋼構造物工事 特定 B 県内

丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内
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丸善建設（株） 千葉市美浜区幸町１丁目１５番１号望月ビル２階 並木　隆博 土木一式工事 特定 A 県内

（株）丸電 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目１８３４番地１ 丸山　正 消防施設工事 一般 A 県外

（株）丸電 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目１８３４番地１ 丸山　正 電気通信工事 特定 A 県外

（株）丸電 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目１８３４番地１ 丸山　正 管工事 一般 A 県外

（株）丸電 埼玉県さいたま市西区三橋五丁目１８３４番地１ 丸山　正 電気工事 特定 A 県外

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 解体工事 特定 A 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 建築一式工事 特定 B 県内

丸徳興業（株） 千葉市稲毛区轟町五丁目３番１１号 徳山　東見 土木一式工事 特定 B 県内

（有）マルニ工業 木更津市江川７４１番地１ 山本　新次 管工事 一般 A 市内

（有）マルニ工業 木更津市江川７４１番地１ 山本　新次 土木一式工事 一般 B 市内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 消防施設工事 一般 A 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 電気通信工事 一般 A 県内

（株）丸平電気 香取郡多古町飯笹７７番地１ 青木　拓也 電気工事 特定 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 消防施設工事 一般 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 水道施設工事 特定 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 ほ装工事 特定 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 管工事 特定 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 電気工事 一般 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）帝設備 市原市山田橋二丁目３番地１８ 齋藤　俊輔 土木一式工事 特定 A 県内

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 水道施設工事 特定 B 県外

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 しゅんせつ工事 特定 B 県外

ミザック（株） 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番１６号　アクア堂島ＮＢＦタワー１７階 柾木　隆弘 土木一式工事 特定 A 県外

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 解体工事 一般 C 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 ほ装工事 一般 A 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）水越組 木更津市真里谷１９０９番地 水越　実 土木一式工事 一般 B 市内

（株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号 井田　建 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号 井田　建 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号 井田　建 鋼構造物工事 特定 A 県外

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 解体工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 水道施設工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 内装仕上工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 しゅんせつ工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 ほ装工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 鋼構造物工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 管工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 屋根工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 石工事 特定 A 県内
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三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 大工工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 建築一式工事 特定 A 県内

三井住友建設（株） 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 土木一式工事 特定 A 県内

三井住友建設鉄構エンジニアリング（株） 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト棟２９階 徳田　紳二 鋼構造物工事 特定 A 県内

三井住友建設鉄構エンジニアリング（株） 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト棟２９階 徳田　紳二 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

三井住友建設鉄構エンジニアリング（株） 千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１　ＷＢＧマリブイースト棟２９階 徳田　紳二 土木一式工事 特定 A 県内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 造園工事 特定 A 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 塗装工事 特定 B 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 ほ装工事 特定 A 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 管工事 一般 A 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 石工事 特定 B 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

三木造園土木（株） 君津市北子安一丁目１４番１２号 鈴木　祥子 土木一式工事 特定 A 市内

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア東館 田中　利一 清掃施設工事 特定 A 県外

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア東館 田中　利一 水道施設工事 特定 A 県外

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア東館 田中　利一 機械器具設置工事 特定 A 県外

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア東館 田中　利一 管工事 特定 A 県外

三菱化工機（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア東館 田中　利一 土木一式工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 水道施設工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 さく井工事 一般 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 機械器具設置工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 鋼構造物工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 管工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 電気工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株） 東京都中央区日本橋本石町一丁目２番２号 安口　公勉 土木一式工事 特定 A 県外

三菱重工冷熱（株） 東京都港区芝浦二丁目１１番５号 岡野　伸泰 管工事 特定 A 県内

三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 漆間　啓 電気通信工事 特定 A 県外

三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 漆間　啓 機械器具設置工事 特定 A 県外

三菱電機（株） 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 漆間　啓 電気工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 建具工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 電気通信工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 機械器具設置工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 内装仕上工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 防水工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 塗装工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 管工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 電気工事 特定 A 県外

三菱電機ビルソリューションズ（株） 東京都荒川区荒川七丁目１９番１号 松本　匡 建築一式工事 特定 A 県外

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 電気通信工事 特定 A 県内
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三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 機械器具設置工事 一般 A 県内

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５丁目２４番８号 市川　誠 電気工事 特定 A 県内

三峰無線（株） 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目８６番地１ 中島　芳明 電気通信工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 解体工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 水道施設工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 塗装工事 特定 B 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 しゅんせつ工事 特定 B 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 ほ装工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 鋼構造物工事 特定 B 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 建築一式工事 特定 A 県内

三ツ和総合建設業（協） 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目５６５番地 山本　純義 土木一式工事 特定 A 県内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 ほ装工事 一般 B 市内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 管工事 一般 B 市内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（有）ミトマ工業 木更津市茅野２１０番地５ 三笘　久信 土木一式工事 一般 B 市内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 解体工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 水道施設工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 造園工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 防水工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 塗装工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 ほ装工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 管工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 建築一式工事 特定 A 県内

（株）緑川組 茂原市南吉田３６４４番地の１ 緑川　三千雄 土木一式工事 特定 A 県内

（株）三早電設 松戸市日暮五丁目１７４番地 北島　博明 電気工事 一般 A 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電気通信工事 一般 A 県内

宮川電気通信工業（株） 千葉市中央区院内一丁目２番１号 宮川　光生 電気工事 一般 B 県内

宮田塗装工業（株） 市原市山木９９０番地 宮田　徳太郎 防水工事 特定 A 県内

宮田塗装工業（株） 市原市山木９９０番地 宮田　徳太郎 塗装工事 特定 A 県内

宮田塗装工業（株） 市原市山木９９０番地 宮田　徳太郎 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

宮田塗装工業（株） 市原市山木９９０番地 宮田　徳太郎 建築一式工事 特定 B 県内

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 解体工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 水道施設工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 塗装工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 ほ装工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 鋼構造物工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外
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宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 建築一式工事 特定 A 県外

宮地エンジニアリング（株） 東京都中央区日本橋富沢町９番１９号 上原　正 土木一式工事 特定 A 県外

（有）三喜造園 木更津市桜井新町三丁目２番地２４ 鹿島　幸子 造園工事 一般 B 市内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 解体工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 水道施設工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 しゅんせつ工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 ほ装工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 鋼構造物工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 石工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

みらい建設工業（株） 東京都港区芝四丁目６番１２号 石橋　宏樹 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 解体工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電気通信工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 塗装工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 ほ装工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 鋼構造物工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 電気工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ミライト・ワン 東京都江東区豊洲五丁目６番３６号 中山　俊樹 土木一式工事 特定 A 県内

（株）麦島建設 愛知県名古屋市昭和区鶴舞２丁目１９番１０号 麦島　悦司 建築一式工事 特定 A 県外

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 造園工事 特定 A 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 塗装工事 一般 B 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）ムサシ 袖ケ浦市岩井６３４番地 宇野　直行 土木一式工事 一般 A 市内

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 しゅんせつ工事 特定 A 県外

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 ほ装工事 特定 A 県外

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 鋼構造物工事 特定 A 県外

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

ムサシ興発（株） 埼玉県八潮市大字木曽根５０６番地 鴇田　耕一 土木一式工事 特定 A 県外

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 解体工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 水道施設工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 しゅんせつ工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 ほ装工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 鋼構造物工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 管工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

村樫建設工業（株） 印旛郡栄町酒直台二丁目１番１０号 村樫　知則 土木一式工事 特定 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 解体工事 一般 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 水道施設工事 一般 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 造園工事 一般 A 県内
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（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 ほ装工事 特定 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 建築一式工事 一般 A 県内

（株）村上建設 佐倉市王子台一丁目２１番地２ 村上　亮 土木一式工事 特定 A 県内

ムラスギ防災（株） 茂原市高師町三丁目５番地３ 小高　利弘 消防施設工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 解体工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 建具工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 熱絶縁工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 内装仕上工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 防水工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 塗装工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 ガラス工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 板金工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 鉄筋工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 鋼構造物工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 タイル・レンガ・ブロック工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 屋根工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 石工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 左官工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 大工工事 一般 C 県内

（株）村田製作所 市川市大野町三丁目１９７５番地１ 佐々木　幸司 建築一式工事 一般 C 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 解体工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 水道施設工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 内装仕上工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 しゅんせつ工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 ほ装工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 鋼構造物工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 建築一式工事 特定 A 県内

村本建設（株） 奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１ 村本　吉弘 土木一式工事 特定 A 県内

明協電機（株） 東京都港区芝大門二丁目５番８号 藤山　勝 電気通信工事 特定 A 県外

明協電機（株） 東京都港区芝大門二丁目５番８号 藤山　勝 機械器具設置工事 一般 A 県外

明協電機（株） 東京都港区芝大門二丁目５番８号 藤山　勝 電気工事 特定 A 県外

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電気通信工事 特定 A 県内

（株）明電エンジニアリング 東京都品川区大崎五丁目５番５号 栗原　克己 電気工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 水道施設工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 電気通信工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 管工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 電気工事 特定 A 県内
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（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 建築一式工事 特定 A 県内

（株）明電舎 東京都品川区大崎二丁目１番１号 三井田　健 土木一式工事 特定 A 県内

明電プラントシステムズ（株） 東京都品川区西五反田一丁目１８番９号 古田　隆 電気通信工事 特定 A 県内

明電プラントシステムズ（株） 東京都品川区西五反田一丁目１８番９号 古田　隆 電気工事 特定 A 県内

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 水道施設工事 特定 A 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 塗装工事 特定 A 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 鋼構造物工事 特定 A 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

明和工業（株） 新潟県新潟市西蒲区打越１３５番地１ 関根　聡史 土木一式工事 特定 A 県外

（株）メガテック 千葉市中央区問屋町１‐３５千葉ポートサイドタワー２６階 長尾　繁 塗装工事 特定 B 県内

（株）メガテック 千葉市中央区問屋町１‐３５千葉ポートサイドタワー２６階 長尾　繁 屋根工事 特定 A 県内

（株）メガテック 千葉市中央区問屋町１‐３５千葉ポートサイドタワー２６階 長尾　繁 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）メガテック 千葉市中央区問屋町１‐３５千葉ポートサイドタワー２６階 長尾　繁 大工工事 特定 C 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 清掃施設工事 特定 A 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 水道施設工事 特定 A 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 電気通信工事 特定 A 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 機械器具設置工事 特定 A 県内

メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地 山口　賢二 電気工事 特定 A 県内

モデン工業（株） 千葉市中央区松波三丁目１１番１９号 関　泰之 電気工事 特定 A 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 塗装工事 一般 A 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 ほ装工事 一般 A 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 電気工事 一般 A 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

森川産業（株） 千葉市稲毛区作草部町１０３７番地の６ 黒川　恵史 土木一式工事 一般 B 県内

森機工（株） 袖ケ浦市横田１番地 森　竜二 解体工事 一般 B 市内

森機工（株） 袖ケ浦市横田１番地 森　竜二 機械器具設置工事 一般 A 市内

森機工（株） 袖ケ浦市横田１番地 森　竜二 管工事 一般 B 市内

森機工（株） 袖ケ浦市横田１番地 森　竜二 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（株）モリケン 千葉市中央区鶴沢町３番４号 森　和規 防水工事 特定 A 県内

（株）モリケン 千葉市中央区鶴沢町３番４号 森　和規 ほ装工事 一般 B 県内

（株）モリケン 千葉市中央区鶴沢町３番４号 森　和規 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 県内

（株）モリケン 千葉市中央区鶴沢町３番４号 森　和規 建築一式工事 特定 A 県内

（株）モリケン 千葉市中央区鶴沢町３番４号 森　和規 土木一式工事 一般 B 県内

（有）森水道 君津市正木３４６番地 森　敏明 消防施設工事 一般 C 市内

（有）森水道 君津市正木３４６番地 森　敏明 水道施設工事 一般 B 市内

（有）森水道 君津市正木３４６番地 森　敏明 管工事 一般 A 市内

（有）森水道 君津市正木３４６番地 森　敏明 土木一式工事 一般 B 市内

（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 高橋　礼 水道施設工事 特定 A 県外

（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 高橋　礼 機械器具設置工事 特定 A 県外

（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 高橋　礼 鋼構造物工事 特定 A 県外
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（株）森田鉄工所 埼玉県幸手市大字上吉羽２１００番地３３ 高橋　礼 土木一式工事 特定 B 県外

（有）森防災設備 君津市南子安三丁目１番６号 森　正義 消防施設工事 一般 C 市内

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 水道施設工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 機械器具設置工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 鋼構造物工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 管工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 電気工事 一般 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 建築一式工事 特定 A 県外

森松工業（株） 岐阜県本巣市見延１４３０番地の８ 松久　晃基 土木一式工事 特定 A 県外

（株）森山塗工 松戸市南花島三丁目５１番地８ 森山　直幸 防水工事 特定 A 県内

（株）森山塗工 松戸市南花島三丁目５１番地８ 森山　直幸 塗装工事 特定 A 県内

（株）森山塗工 松戸市南花島三丁目５１番地８ 森山　直幸 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 県内

（株）森山塗工 松戸市南花島三丁目５１番地８ 森山　直幸 建築一式工事 特定 B 県内

（株）ヤオキ 千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８ 堅田　栄治 防水工事 特定 A 県内

（株）ヤオキ 千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８ 堅田　栄治 塗装工事 特定 A 県内

（株）ヤオキ 千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８ 堅田　栄治 鋼構造物工事 特定 B 県内

（株）ヤオキ 千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８ 堅田　栄治 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）ヤオキ 千葉市中央区仁戸名町１３１番地１８ 堅田　栄治 建築一式工事 特定 A 県内

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 造園工事 一般 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 電気通信工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 塗装工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 ほ装工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 鋼構造物工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 管工事 一般 B 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 電気工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

矢木コーポレーション（株） 長野県長野市真島町川合２０３６番地 矢木　健一 土木一式工事 特定 A 県外

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 水道施設工事 一般 B 県外

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 機械器具設置工事 一般 A 県外

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 管工事 一般 A 県外

矢澤フェロマイト（株） 埼玉県川口市本町三丁目７番１号 梅津　泰久 電気工事 一般 B 県外

（株）八洲電業社 埼玉県さいたま市北区日進町３丁目３７番地１ 吉村　光司 電気工事 特定 A 県外

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 ほ装工事 一般 A 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

（株）安川組 木更津市富士見一丁目１２番１８号 安川　新一 土木一式工事 一般 B 市内

安田（株） 岐阜県岐阜市鶴田町三丁目２４番地 安田　哲哉 水道施設工事 特定 A 県外

安田（株） 岐阜県岐阜市鶴田町三丁目２４番地 安田　哲哉 鋼構造物工事 特定 A 県外

安田（株） 岐阜県岐阜市鶴田町三丁目２４番地 安田　哲哉 土木一式工事 特定 B 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 水道施設工事 特定 A 県外
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矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 機械器具設置工事 一般 A 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 塗装工事 特定 A 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 鋼構造物工事 特定 A 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 建築一式工事 特定 A 県外

矢田工業（株） 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１番地 成田　正樹 土木一式工事 特定 A 県外

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 造園工事 特定 A 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 ほ装工事 一般 B 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（株）八千代商事 君津市坂田３０９番地１６ 青木　宏道 土木一式工事 一般 B 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 塗装工事 一般 A 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 ほ装工事 一般 B 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 市内

八富企業（株） 袖ケ浦市長浦拓二号５８０番地１６３ 茂木　和仁 土木一式工事 一般 B 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 造園工事 特定 A 市内

谷中造園土木（株） 木更津市矢那２３８１番地 谷中　淑浩 土木一式工事 特定 B 市内

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 解体工事 一般 C 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 水道施設工事 一般 C 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 しゅんせつ工事 一般 C 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 ほ装工事 一般 C 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 鋼構造物工事 一般 C 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県外

矢野口自工（株） 東京都大田区城南島四丁目５番８号 矢野口　智一 土木一式工事 一般 C 県外

（有）矢野鉄工 東金市下武射田２９３４番地 矢野　太一 機械器具設置工事 一般 C 県内

矢野電設（株） 茨城県水戸市河和田町３４４９番地２ 矢野　宏 電気工事 特定 A 県内

山内工業（株） 市原市牛久９２２番地２ 山内　一信 解体工事 特定 A 県内

山内工業（株） 市原市牛久９２２番地２ 山内　一信 ほ装工事 特定 A 県内

山内工業（株） 市原市牛久９２２番地２ 山内　一信 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

山内工業（株） 市原市牛久９２２番地２ 山内　一信 建築一式工事 特定 A 県内

山内工業（株） 市原市牛久９２２番地２ 山内　一信 土木一式工事 特定 A 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 しゅんせつ工事 一般 B 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 ほ装工事 一般 B 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

山白産業（株） 市原市佐是５５番地の５ 白石　明広 土木一式工事 一般 B 県内

（有）山新建設 君津市中野２丁目３番７号 山本　かおる 管工事 一般 B 市内

（有）山新建設 君津市中野２丁目３番７号 山本　かおる とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（有）山新建設 君津市中野２丁目３番７号 山本　かおる 土木一式工事 一般 C 市内

ヤマダ建設（株） 君津市南子安七丁目４番１０号 小形　満 解体工事 特定 C 市内

ヤマダ建設（株） 君津市南子安七丁目４番１０号 小形　満 とび・土工・コンクリート工事 特定 C 市内

ヤマダ建設（株） 君津市南子安七丁目４番１０号 小形　満 建築一式工事 特定 A 市内
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ヤマダ建設（株） 君津市南子安七丁目４番１０号 小形　満 土木一式工事 特定 B 市内

（株）山田工務所 千葉市中央区稲荷町一丁目３番１号 山田　淳史 解体工事 特定 A 県内

（株）山田工務所 千葉市中央区稲荷町一丁目３番１号 山田　淳史 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）山田工務所 千葉市中央区稲荷町一丁目３番１号 山田　淳史 建築一式工事 特定 A 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 消防施設工事 一般 B 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 造園工事 一般 B 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 ほ装工事 特定 A 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 管工事 特定 A 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）山田総業 船橋市二宮二丁目３７番９号 山田　晃 土木一式工事 特定 A 県内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 解体工事 特定 B 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 造園工事 特定 A 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 とび・土工・コンクリート工事 特定 B 市内

（株）山田緑地建設 木更津市大寺１０６０番地 山田　孝雄 土木一式工事 特定 B 市内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 消防施設工事 一般 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 水道施設工事 特定 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 機械器具設置工事 特定 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 管工事 特定 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 電気工事 特定 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 建築一式工事 特定 A 県内

（株）ヤマト 群馬県前橋市古市町１１８番地 町田　豊 土木一式工事 特定 A 県内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 水道施設工事 一般 A 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 管工事 一般 A 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 電気工事 一般 A 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 市内

（株）山中電気 君津市中島１８５番地 山中　新一 土木一式工事 一般 B 市内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 解体工事 特定 C 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 水道施設工事 特定 C 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 塗装工事 特定 B 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 しゅんせつ工事 特定 B 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 ほ装工事 特定 A 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 鋼構造物工事 特定 C 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 石工事 特定 B 県内

（株）山二総合開発 千葉市中央区浜野町８０３ 小野　浩成 土木一式工事 特定 A 県内

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 山下　宏治 機械器具設置工事 一般 A 県外

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 山下　宏治 管工事 特定 A 県外

ヤンマーエネルギーシステム（株） 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号 山下　宏治 電気工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 解体工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 水道施設工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 しゅんせつ工事 特定 A 県外
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（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 ほ装工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 建築一式工事 特定 A 県外

（株）ユーディケー 埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号 関根　信次 土木一式工事 特定 A 県外

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 解体工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 水道施設工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 防水工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 塗装工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 しゅんせつ工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 ほ装工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 建築一式工事 特定 A 県内

（株）湯浅建設 松戸市日暮５丁目２５番地 湯浅　健司 土木一式工事 特定 A 県内

（株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１番１号 太田　良治 電気通信工事 特定 A 県内

（株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１番１号 太田　良治 管工事 特定 A 県内

（株）ユアテック 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目１番１号 太田　良治 電気工事 特定 A 県内

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 電気通信工事 特定 A 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 管工事 一般 A 県外

（株）有電社 東京都新宿区西新宿七丁目７番３０号 伊丹　一弘 電気工事 特定 A 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 水道施設工事 一般 C 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 機械器具設置工事 一般 B 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 電気工事 一般 A 県外

（株）ＵＮＩＡＴＥＱ 埼玉県川口市東川口１丁目８番７号 松坂　陽子 土木一式工事 一般 C 県外

（株）陽光 君津市陽光台３丁目９番３７号 柴田　幸一 建築一式工事 一般 B 市内

（株）陽光 君津市陽光台３丁目９番３７号 柴田　幸一 土木一式工事 一般 C 市内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電気通信工事 特定 A 県内

横河ソリューションサービス（株） 東京都武蔵野市中町二丁目９番３２号 八橋　弘昌 電気工事 特定 A 県内

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 解体工事 特定 A 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 塗装工事 特定 B 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 建築一式工事 特定 A 県外

横浜エンジニアリング（株） 神奈川県横浜市中区万代町一丁目２番１２号 草島　豊 土木一式工事 特定 B 県外

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 解体工事 特定 A 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 水道施設工事 特定 B 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 防水工事 特定 B 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 塗装工事 特定 B 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 ほ装工事 特定 A 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 建築一式工事 特定 A 県内
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吉岡建設（株） 山武郡横芝光町横芝８００番地 吉岡　昭 土木一式工事 特定 A 県内

（株）与志建設 千葉市花見川区犢橋町１５５１番地１ 大土　隆 ほ装工事 一般 A 県内

（株）与志建設 千葉市花見川区犢橋町１５５１番地１ 大土　隆 とび・土工・コンクリート工事 一般 A 県内

（株）与志建設 千葉市花見川区犢橋町１５５１番地１ 大土　隆 建築一式工事 特定 A 県内

（株）与志建設 千葉市花見川区犢橋町１５５１番地１ 大土　隆 土木一式工事 一般 B 県内

（株）四電工 香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号 関谷　幸男 電気通信工事 特定 A 県外

（株）四電工 香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号 関谷　幸男 電気工事 特定 A 県外

ラサ商事（株） 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目１１番５号 井村　周一 機械器具設置工事 特定 A 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 水道施設工事 特定 A 県外

理水化学（株） 大阪府大阪市北区南森町一丁目４番１０号 森川　浩 機械器具設置工事 特定 A 県外

菱機工業（株） 石川県金沢市御影町１０番７号 北川　雅一朗 消防施設工事 一般 A 県内

菱機工業（株） 石川県金沢市御影町１０番７号 北川　雅一朗 管工事 特定 A 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 水道施設工事 特定 C 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 機械器具設置工事 特定 A 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 塗装工事 特定 C 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 管工事 特定 A 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 電気工事 特定 A 県内

菱冷環境エンジニアリング（株） 市川市塩浜三丁目１２番地 岡田　治 土木一式工事 特定 B 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 解体工事 一般 C 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 しゅんせつ工事 一般 C 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 ほ装工事 一般 B 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 とび・土工・コンクリート工事 一般 B 県内

臨海産業（株） 市原市島野４５８番地１ 遠藤　敬介 土木一式工事 一般 C 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 水道施設工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 内装仕上工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 しゅんせつ工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 ほ装工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 鋼構造物工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 タイル・レンガ・ブロック工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 建築一式工事 特定 A 県内

りんかい日産建設（株） 東京都港区芝二丁目３番８号 前田　祐治 土木一式工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 解体工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 水道施設工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 造園工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 塗装工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 しゅんせつ工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 ほ装工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 鋼構造物工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

ロイヤルスポーツ工業（株） 船橋市大穴南五丁目２番１号 植野　幸子 土木一式工事 特定 A 県内

ロイヤル防災（株） 浦安市北栄三丁目１９番１８号 清水　力也 消防施設工事 一般 B 県内

六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 管工事 一般 A 市内
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六幸電気工業（株） 木更津市請西南五丁目２５番地１８ 嶋野　貞雄 電気工事 特定 A 市内

（株）ワーク衡業 東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号 山口　精一 機械器具設置工事 一般 A 県外

（株）ワーク衡業 東京都江戸川区鹿骨一丁目６番８号 山口　精一 電気工事 一般 B 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 電気通信工事 特定 A 県外

（株）ＹＤＫテクノロジーズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２３番１３号 大竹　眞 機械器具設置工事 一般 A 県外

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 解体工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 水道施設工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 しゅんせつ工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 ほ装工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 鋼構造物工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 石工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 建築一式工事 特定 A 県内

若築建設（株） 東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号 烏田　克彦 土木一式工事 特定 A 県内

（株）輪奏電気 佐倉市田町３６番地２ 岩本　重雄 電気工事 特定 A 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 解体工事 一般 B 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 水道施設工事 一般 C 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 ほ装工事 一般 A 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 管工事 一般 A 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 建築一式工事 一般 B 県内

（有）若林製作所 南房総市竹内２５３番地 若林　康弘 土木一式工事 一般 A 県内

（有）和工 木更津市請西東５丁目２５番地１０ 長岡　剛 水道施設工事 一般 C 市内

（有）和工 木更津市請西東５丁目２５番地１０ 長岡　剛 管工事 B 市内

（有）和工 木更津市請西東５丁目２５番地１０ 長岡　剛 土木一式工事 一般 C 市内

ワセダ技研（株） 東京都台東区台東二丁目９番４号 赤熊　英次 水道施設工事 特定 A 県外

ワセダ技研（株） 東京都台東区台東二丁目９番４号 赤熊　英次 機械器具設置工事 特定 A 県外

（有）渡長総合防水 松戸市金ケ作１４３番地 川野　正 防水工事 一般 A 県内

（有）渡長総合防水 松戸市金ケ作１４３番地 川野　正 塗装工事 一般 B 県内

（有）渡辺機械 富津市小久保２７４５番地の２ 渡辺　信彦 消防施設工事 一般 C 市内

（有）渡辺機械 富津市小久保２７４５番地の２ 渡辺　信彦 水道施設工事 一般 C 市内

（有）渡辺機械 富津市小久保２７４５番地の２ 渡辺　信彦 管工事 一般 B 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 解体工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 水道施設工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 造園工事 一般 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 しゅんせつ工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 ほ装工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 鋼構造物工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 管工事 一般 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 とび・土工・コンクリート工事 特定 A 市内

（株）渡辺工務店 富津市富津１１１番地 渡邉　光彦 土木一式工事 特定 A 市内

（有）渡辺鉄工 袖ケ浦市坂戸市場１６９４番地３ 渡邉　慶治 解体工事 一般 C 市内

（有）渡辺鉄工 袖ケ浦市坂戸市場１６９４番地３ 渡邉　慶治 鋼構造物工事 一般 B 市内

Ｒ５．３．１



入札参加資格者名簿（工事）

商号または名称 本店所在地 代表者氏名 申請工種名 申請許可区分名 格付等級 所在地区分

（有）渡辺鉄工 袖ケ浦市坂戸市場１６９４番地３ 渡邉　慶治 とび・土工・コンクリート工事 一般 C 市内

（有）渡辺鉄工 袖ケ浦市坂戸市場１６９４番地３ 渡邉　慶治 建築一式工事 一般 B 市内
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