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業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級

10000649 市内 東綱橋梁（株） ﾄｳｺｳｷｮｳﾘｮｳ 栃木県下野市下古山１４３ 佐藤 浩 とび・土工・コンクリート工事特定 926 0 926

10000022 市内 吉栄工業（株） ﾖｼｴｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市柴１０４１－２ 吉田 亘 とび・土工・コンクリート工事特定 837 10 847

10000047 市内 （株）須藤工業 ｽﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市下坪山１４７５ 須藤 茂 とび・土工・コンクリート工事特定 829 15 844

10000007 市内 （株）竹葉建設 ﾁｸﾖｳｹﾝｾﾂ 栃木県下野市柴１０８７ 大橋 光明 とび・土工・コンクリート工事特定 784 20 804

10000017 市内 （株）小林工業 ｺﾊﾞﾔｼｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市石橋２５３ 小林 英一郎 とび・土工・コンクリート工事特定 792 5 797

10000038 市内 （有）保久開発 ﾔｽﾋｻｶｲﾊﾂ 栃木県下野市小金井５－２０－１２ 久保田 秀男 とび・土工・コンクリート工事一般 715 5 720

10000020 市内 （有）秋山建設 ｱｷﾔﾏｹﾝｾﾂ 栃木県下野市薬師寺１７７４－１ 秋山 良明 とび・土工・コンクリート工事一般 699 10 709

10000064 市内 （有）田中造園土木 ﾀﾅｶｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県下野市柴１９９－１２ 田中 功夫 とび・土工・コンクリート工事一般 672 5 677

10000016 市内 晃大（株） ｺｳﾀﾞｲ 栃木県下野市薬師寺３３１１－３７ 須藤 アキヱ とび・土工・コンクリート工事一般 647 5 652

10000024 市内 稲葉興業（株） ｲﾅﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市川中子２６０２－１ 稲葉 則吉 とび・土工・コンクリート工事一般 650 0 650

10001026 市内 三笠防水工業（有） ﾐｶｻﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市上古山３４６ 野澤 正夫 とび・土工・コンクリート工事一般 636 0 636

10000073 市内 （有）山田土建 ﾔﾏﾀﾞﾄﾞｹﾝ 栃木県下野市川中子３－１０ 山田 秋一 とび・土工・コンクリート工事一般 620 15 635

10001656 市内 （株）前田工業 ﾏｴﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市中大領３０８－２ 前田 光之 とび・土工・コンクリート工事一般 631 0 631

10000026 市内 緑南造園（株） ﾘｮｸﾅﾝｿﾞｳｴﾝ 栃木県下野市橋本９６０ 倉井 一樹 とび・土工・コンクリート工事一般 597 0 597

10001627 市内 東川土建（株） ﾋｶﾞｼｶﾜﾄﾞｹﾝ 栃木県下野市橋本５８６－２ 東川 浩一 とび・土工・コンクリート工事一般 585 0 585

10001501 市内 （有）桜花建設 ｵｳｶｹﾝｾﾂ 栃木県下野市国分寺５１０ 近藤 勘偉 とび・土工・コンクリート工事一般 553 0 553

10000034 市内 （有）大垣 ｵｵｶﾞｷ 栃木県下野市石橋５９７－９ 大垣 成男 とび・土工・コンクリート工事一般 445 0 445

10000538 管内 佐田建設（株） ｻﾀｹﾝｾﾂ 群馬県前橋市元総社町１－１－７ 土屋 三幸 佐田建設（株） 栃木支店 栃木県小山市城北５－３－２４ 松本 勉 とび・土工・コンクリート工事特定 1199 0 1199

10000612 管内 岩澤建設（株） ｲﾜｻﾜｹﾝｾﾂ 栃木県足利市久保田町５６４－１ 岩澤 理夫 岩澤建設（株） 栃木支店 栃木県栃木市大宮町１１４１－１ 遠藤 充正 とび・土工・コンクリート工事特定 947 0 947

10000637 管内 日瀝道路（株） ﾆﾁﾚｷﾄﾞｳﾛ 東京都千代田区九段北４－３－２９ 根本 清一 日瀝道路（株） 栃木支店 栃木県下野市柴２７２ 山田 通寛 とび・土工・コンクリート工事特定 941 0 941

10000810 管内 （株）斉藤組 ｻｲﾄｳｸﾞﾐ 栃木県小山市大字飯塚４８４ 斎藤 和実 とび・土工・コンクリート工事特定 891 0 891

10000014 管内 （株）板橋組 ｲﾀﾊﾞｼｸﾞﾐ 栃木県小山市城山町１－３－２６ 齊藤 純夫 とび・土工・コンクリート工事特定 832 0 832

10000042 管内 潮田建設（株） ｳｼｵﾀﾞｹﾝｾﾂ 栃木県小山市駅東通り２－３９－１１ 潮田 安弘 とび・土工・コンクリート工事特定 803 0 803

10000588 管内 （株）保坂建築事務所 ﾎｻｶｹﾝﾁｸｼﾞﾑｼｮ 栃木県小山市横倉新田１７２－２８ 保坂 弘 とび・土工・コンクリート工事特定 799 0 799

10000982 管内 光洋建設（株） ｺｳﾖｳｹﾝｾﾂ 栃木県小山市喜沢６８９ 小林 正治 とび・土工・コンクリート工事特定 797 0 797

10000990 管内 佐藤工業（株） ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲２２３０ 佐藤 豊忠 とび・土工・コンクリート工事特定 789 0 789

10000620 管内 交安興業（株） ｺｳｱﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下都賀郡壬生町壬生甲１１５２ 伊藤 直哉 とび・土工・コンクリート工事一般 787 0 787

10000980 管内 （株）乃木鈴建設産業 ﾉｷﾞｽｽﾞｹﾝｾﾂｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県小山市西城南３－１－２８ 鈴木 隆之 とび・土工・コンクリート工事特定 774 0 774

10000742 管内 原木屋産業（株） ﾊﾗｷﾔｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県栃木市都賀町木２７ 中島 健 とび・土工・コンクリート工事一般 769 0 769

10000663 管内 （株）荒川建設 ｱﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 栃木県栃木市惣社町２１５８ 荒川 光男 とび・土工・コンクリート工事特定 759 0 759

10000506 管内 植木建設工業（株） ｳｴｷｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市都賀町合戦場７８６ 植木 広和 とび・土工・コンクリート工事特定 754 0 754

10000746 管内 坂本工業（株） ｻｶﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市大字粟宮７７７－２ 坂本 喜代子 とび・土工・コンクリート工事特定 740 0 740

10001470 管内 （有）山野井組 ﾔﾏﾉｲｸﾞﾐ 栃木県栃木市河合町５－３ 岡 洋良 とび・土工・コンクリート工事特定 732 0 732

10000548 管内 （株）岡建設 ｵｶｹﾝｾﾂ 栃木県栃木市梅沢町２６９ 岡 芳行 とび・土工・コンクリート工事特定 730 0 730

10000864 管内 （株）大木組 ｵｵｷｸﾞﾐ 栃木県栃木市大町１８－１２ 大木 敬 とび・土工・コンクリート工事特定 723 0 723

10000727 管内 日星ライナー（株） ﾆｯｾｲﾗｲﾅｰ 栃木県小山市大字喜沢５１９－１ 山北 星二 とび・土工・コンクリート工事一般 722 0 722
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10001427 管内 （有）野州塗装工業 ﾔｼｭｳﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下都賀郡壬生町藤井２０７３ 小谷野 穣 とび・土工・コンクリート工事一般 672 0 672

10000791 管内 （株）松本組 ﾏﾂﾓﾄｸﾞﾐ 栃木県小山市城東１－８－２９ 松本 勝則 とび・土工・コンクリート工事特定 658 0 658

10001663 管内 （株）日本切削カッター ﾆﾎﾝｾｯｻｸｶｯﾀｰ 栃木県小山市出井１７７１－３ 星野 裕司 とび・土工・コンクリート工事一般 654 0 654

10000744 管内 新栄産業（株） ｼﾝｴｲｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県小山市粟宮１－３－２ 吉田 考司 とび・土工・コンクリート工事一般 640 0 640

10001404 管内 （株）ＴＰＡ ﾃｨﾋﾟｨｴｰ 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁１１２－６ 吉田 義弘 とび・土工・コンクリート工事一般 603 0 603

10001740 管内 （株） アオケン ｱｵｹﾝ 栃木県小山市迫間田４９３ 青木 淳 とび・土工・コンクリート工事一般 599 0 599

10000526 県内 ライト工業（株） ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区九段北４－２－３５ 阿久津 和浩 ライト工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市小幡１－１－２７ 村上 昌史 とび・土工・コンクリート工事特定 1788 0 1788

10000557 県内 日特建設（株） ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 東京都中央区東日本橋３－１０－６ 和田 康夫 日特建設（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市平松本町１１４０－１ 瀧川 武美 とび・土工・コンクリート工事特定 1719 0 1719

10001605 県内 （株）竹中工務店 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ 大阪府大阪市中央区本町４－１－１３ 佐々木 正人 （株）竹中工務店 栃木営業所 栃木県宇都宮市東宿郷４－２－２４ 酒井 孝征 とび・土工・コンクリート工事特定 1639 0 1639

10000960 県内 戸田建設（株） ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 東京都中央区八丁堀２－８－５ 大谷 清介 戸田建設（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市東宿郷３－１－７ 高野 博夫 とび・土工・コンクリート工事特定 1614 0 1614

10000902 県内 鹿島建設（株） ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 東京都港区元赤坂１－３－１ 天野 裕正 鹿島建設（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市京町１１－１２ 杉本 和生 とび・土工・コンクリート工事特定 1587 0 1587

10001005 県内 大和ハウス工業（株） ﾀﾞｲﾜﾊｳｽｺｳｷﾞｮｳ 大阪府大阪市北区梅田３－３－５ 芳井 敬一 大和ハウス工業（株） 宇都宮支社 栃木県宇都宮市平松本町１１１１－２ 石田 誠 とび・土工・コンクリート工事特定 1582 0 1582

10000606 県内 （株）安藤・間 ｱﾝﾄﾞｳﾊｻﾞﾏ 東京都港区赤坂６－１－２０ 福富 正人 （株）安藤・間 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市東宿郷３－２－１８ 吉﨑 隆 とび・土工・コンクリート工事特定 1503 0 1503

10000890 県内 青木あすなろ建設（株） ｱｵｷｱｽﾅﾛｹﾝｾﾂ 東京都千代田区神田美土代町１ 辻井 靖 青木あすなろ建設（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市中央１－７－３ 錦織 正幸 とび・土工・コンクリート工事特定 1485 0 1485

10000901 県内 前田建設工業（株） ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区富士見２－１０－２ 前田 操治 前田建設工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市東宿郷３－２－３ 星 英一 とび・土工・コンクリート工事特定 1477 0 1477

10000759 県内 三井住友建設（株） ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 東京都中央区佃２－１－６ 近藤 重敏 三井住友建設（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市中河原町３－１９ 石塚 正晃 とび・土工・コンクリート工事特定 1472 0 1472

10000702 県内 オリエンタル白石（株） ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ 東京都江東区豊洲５－６－５２ 大野 達也 オリエンタル白石（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市西川田東町１５－２１ 伊藤 尚史 とび・土工・コンクリート工事特定 1440 0 1440

10000999 県内 大日本土木（株） ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞﾎﾞｸ 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 馬場 義男 大日本土木（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市道場宿町１２１０－７ 高橋 勝浩 とび・土工・コンクリート工事特定 1385 0 1385

10001043 県内 昭和コンクリート工業（株） ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 村瀬 大一郎 昭和コンクリート工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市栄町６－１６ 藤村 勝利 とび・土工・コンクリート工事特定 1297 0 1297

10001485 県内 前田製管（株） ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 山形県酒田市上本町６－７ 前田 直之 前田製管（株） 栃木支店 栃木県さくら市卯の里２－１９ 尾原 靖博 とび・土工・コンクリート工事特定 1242 0 1242

10000503 県内 （株）関電工 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ 東京都港区芝浦４－８－３３ 仲摩 俊男 （株）関電工 栃木支社 栃木県宇都宮市今泉町９１－１ 田中 久貴 とび・土工・コンクリート工事特定 1234 0 1234

10000648 県内 川田工業（株） ｶﾜﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 富山県南砺市苗島４６１０ 川田 忠裕 川田工業（株） 栃木営業所 栃木県大田原市下石上１７８０ 髙橋 剛 とび・土工・コンクリート工事特定 1232 0 1232

10000763 県内 （株）富士ピー・エス ﾌｼﾞﾋﾟｰｴｽ 福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８ 堤 忠彦 （株）富士ピー・エス 栃木営業所 栃木県真岡市松山町１６－１ 南雲 進 とび・土工・コンクリート工事特定 1224 0 1224

10000629 県内 （株）ガイアート ｶﾞｲｱｰﾄﾃｨｰｹｲ 東京都新宿区新小川町８－２７ 山本 健司 （株）ガイアート 関東支店 東京都新宿区下宮比町２－１ 第一勧銀稲垣ビル５階根本 宏之 とび・土工・コンクリート工事特定 1196 0 1196

10001002 県内 日本コムシス（株） ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼｽ 東京都品川区東五反田２－１７－１ 加賀谷 卓 日本コムシス（株） 栃木支店 栃木県宇都宮市平出町３８８０－６ 水沼 佳男 とび・土工・コンクリート工事特定 1152 0 1152

10000521 県内 東武建設（株） ﾄｳﾌﾞｹﾝｾﾂ 栃木県日光市大桑町１３８ 関 正一 とび・土工・コンクリート工事特定 1147 0 1147

10000630 県内 河本工業（株） ｺｳﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 群馬県館林市北成島町２５４４ 河本 榮一 河本工業（株） 足利営業所 栃木県足利市常見町２－１７－１ 曽根 雅彦 とび・土工・コンクリート工事特定 1141 0 1141

10000568 県内 国土防災技術（株） ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 東京都港区虎ノ門３－１８－５ 相川 裕司 国土防災技術（株） 宇都宮支店 栃木県宇都宮市簗瀬町１７８５－３３ 中島 貞寿 とび・土工・コンクリート工事特定 1138 0 1138

10000625 県内 藤井産業（株） ﾌｼﾞｲｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－３ 藤井 昌一 とび・土工・コンクリート工事一般 1067 0 1067

10000959 県内 川田建設（株） ｶﾜﾀﾞｹﾝｾﾂ 東京都北区滝野川６－３－１ 川田 琢哉 川田建設（株） 栃木営業所 栃木県大田原市上石上１８４８ 藤本 勝夫 とび・土工・コンクリート工事特定 1056 0 1056

10000710 県内 （株）コトブキ ｺﾄﾌﾞｷ 東京都港区浜松町１－１４－５ 深澤 幸郎 （株）コトブキ 北関東営業所 栃木県塩谷郡塩谷町田所１６０１－１２ 佐藤 文昭 とび・土工・コンクリート工事一般 1031 0 1031

10000595 県内 （株）浜屋組 ﾊﾏﾔｸﾞﾐ 栃木県矢板市本町１２－６ 岩見 高士 とび・土工・コンクリート工事特定 1014 0 1014

10001547 県内 極東興和（株） ｷｮｸﾄｳｺｳﾜ 広島県広島市東区光町２－６－３１ 藤田 公康 極東興和（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市不動前１－３－４３ 高橋 玲 とび・土工・コンクリート工事特定 1009 0 1009

10000883 県内 （株）巴コーポレーシｮン ﾄﾓｴｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京都中央区月島４－１６－１３ 深沢 隆 （株）巴コーポレーション 宇都宮支店 栃木県宇都宮市元今泉６－５－２ 大塚 靖之 とび・土工・コンクリート工事特定 981 0 981

10001719 県内 中島建工（株） ﾅｶｼﾞﾏｹﾝｺｳ 埼玉県さいたま市浦和区領家５－１２－２０ 中島 道宏 中島建工（株） 関東支店 栃木県宇都宮市細谷町６７４－３ 井手 和明 とび・土工・コンクリート工事特定 971 0 971

10000572 県内 磯部建設（株） ｲｿﾍﾞｹﾝｾﾂ 栃木県日光市今市１５２５ 磯部 尚士 とび・土工・コンクリート工事特定 938 0 938

10000692 県内 （株）神田建設 ｶﾝﾀﾞｹﾝｾﾂ 栃木県真岡市上高間木３－１１－１ 神田 光義 とび・土工・コンクリート工事一般 935 0 935

10001538 県内 （株）東日本土木 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県佐野市関川町８９２－１ 田屋 克則 とび・土工・コンクリート工事特定 935 0 935
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10000878 県内 篠崎建設（株） ｼﾉｻﾞｷｹﾝｾﾂ 栃木県佐野市大橋町１３６６ 篠崎 裕二郎 とび・土工・コンクリート工事特定 928 0 928

10000863 県内 宇都宮塗料工業（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾄﾘｮｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市氷室町１７０７－３ 宇都宮 綾 とび・土工・コンクリート工事一般 924 0 924

10000893 県内 大協建設（株） ﾀﾞｲｷｮｳｹﾝｾﾂ 栃木県足利市東砂原後町１０５４－１ 高橋 孝明 とび・土工・コンクリート工事特定 904 0 904

10000601 県内 （株）猪股建設 ｲﾉﾏﾀｹﾝｾﾂ 栃木県大田原市中野内２１２６ 猪股 弘樹 とび・土工・コンクリート工事特定 901 0 901

10000603 県内 大幸建設（株） ﾀﾞｲｺｳｹﾝｾﾂ 栃木県佐野市関川町６３３－９ 福留 俊幸 とび・土工・コンクリート工事特定 898 0 898

10000530 県内 栄商事（株） ｻｶｴｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市元今泉７－３１－１１ 末永 栄仁 とび・土工・コンクリート工事特定 893 0 893

10001205 県内 新日道（株） ｼﾝﾆﾁﾄﾞｳ 栃木県宇都宮市西川田本町３－９－５ 簗嶋 裕子 とび・土工・コンクリート工事一般 889 0 889

10001542 県内 （株）東昭建設 ﾄｳｼｮｳｹﾝｾﾂ 栃木県矢板市扇町２－５－１７ 島田 秀貴 とび・土工・コンクリート工事特定 889 0 889

10001687 県内 初谷建設（株） ﾊﾂｶﾞｲｹﾝｾﾂ 栃木県佐野市大橋町１００３－２ 初谷 真一 とび・土工・コンクリート工事特定 887 0 887

10000835 県内 （株）熊本商店 ｸﾏﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 栃木県宇都宮市平出工業団地７－１ 熊本 正治 とび・土工・コンクリート工事特定 886 0 886

10001435 県内 関東建設工業（株） ｶﾝﾄｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 群馬県太田市飯田町１５４７ ＯＴＡスクエアビル７Ｆ髙橋 明 関東建設工業（株） 足利支店 栃木県足利市小俣町２９８５ 近藤 一博 とび・土工・コンクリート工事特定 883 0 883

10000856 県内 川上建設（株） ｶﾜｶﾐｹﾝｾﾂ 栃木県鹿沼市緑町１－１－２０ 川上 恵子 とび・土工・コンクリート工事特定 873 0 873

10001682 県内 （株）谷黒組 ﾀﾆｸﾞﾛｸﾞﾐ 栃木県那須塩原市塩原１１００ 谷黒 公重 とび・土工・コンクリート工事特定 872 0 872

10001669 県内 アーバン・スタッフ（株） ｱｰﾊﾞﾝ･ｽﾀｯﾌ 栃木県宇都宮市中岡本町２５６９－１８ 髙橋 英夫 とび・土工・コンクリート工事特定 868 0 868

10000582 県内 三信電工（株） ｻﾝｼﾝﾃﾞﾝｺｳ 栃木県宇都宮市川俣町１０５６ 名村 史絵 とび・土工・コンクリート工事特定 866 0 866

10000886 県内 日豊工業（株） ﾆｯﾎﾟｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市若草１－１－６ 轟 久敬 とび・土工・コンクリート工事特定 866 0 866

10000597 県内 アズマ原総業（株） ｱｽﾞﾏﾊﾗｿｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１４－３４ 原 賢一郎 とび・土工・コンクリート工事特定 856 0 856

10001018 県内 （株）千葉建設 ﾁﾊﾞｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市西川田南１－４７－２０ 千葉 恭裕 とび・土工・コンクリート工事特定 852 0 852

10001065 県内 山菊開発（株） ﾔﾏｷﾞｸｶｲﾊﾂ 栃木県佐野市堀米町３２５８ 菊澤 洋之 とび・土工・コンクリート工事特定 842 0 842

10000487 県内 宇都宮土建工業（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾄﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市屋板町５６８－１ 荒井 学 とび・土工・コンクリート工事特定 839 0 839

10001309 県内 （株）小堀建設 ｺﾎﾞﾘｹﾝｾﾂ 栃木県矢板市扇町２－６－３２ 小堀 幸栄 とび・土工・コンクリート工事特定 839 0 839

10001209 県内 七浦建設（株） ﾅﾅｳﾗｹﾝｾﾂ 栃木県大田原市若草２－１０５９－１ 富塚 保 とび・土工・コンクリート工事特定 835 0 835

10001062 県内 （株）三品工業 ﾐｼﾅｺｳｷﾞｮｳ 栃木県鹿沼市下武子町１０４ 三品 博 とび・土工・コンクリート工事特定 833 0 833

10001020 県内 宇陽塗装（株） ｳﾖｳﾄｿｳ 栃木県宇都宮市梁瀬３－２７－７ 松本 正幸 とび・土工・コンクリート工事一般 825 0 825

10000695 県内 那須土木（株） ﾅｽﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県大田原市中央１－１３－１０ 玉木 茂 とび・土工・コンクリート工事特定 811 0 811

10000665 県内 （株）野澤實業 ﾉｻﾞﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市瑞穂３－７－９ 野澤 充広 とび・土工・コンクリート工事特定 808 0 808

10000688 県内 岡村建設（株） ｵｶﾑﾗｹﾝｾﾂ 栃木県さくら市氏家２５４４ 岡村 昌仁 とび・土工・コンクリート工事特定 796 0 796

10001637 県内 （株）荒川建設 ｱﾗｶﾜｹﾝｾﾂ 栃木県那須烏山市田野倉１９２－１ 中山 靖之 とび・土工・コンクリート工事特定 796 0 796

10000896 県内 晋豊建設（株） ｼﾝﾎﾟｳｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市屋板町５７８－３７８ 阿久津 信一 とび・土工・コンクリート工事特定 790 0 790

10000941 県内 中村土建（株） ﾅｶﾑﾗﾄﾞｹﾝ 栃木県宇都宮市大曽４－１０－１９ 渡邉 幸雄 とび・土工・コンクリート工事特定 786 0 786

10000455 県内 小花塗装（株） ｺﾊﾅﾄｿｳ 栃木県宇都宮市二番町１－２５ 小花 伸子 とび・土工・コンクリート工事一般 783 0 783

10000821 県内 山本建設（株） ﾔﾏﾓﾄｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市住吉町１９－１４ 菊池 祥一 とび・土工・コンクリート工事特定 778 0 778

10000660 県内 山和技建（株） ｻﾝﾜｷﾞｹﾝ 栃木県鹿沼市貝島町８３５－２ 高山 佳宗 とび・土工・コンクリート工事特定 775 0 775

10000769 県内 協和ビルテクノス（株） ｷｮｳﾜﾋﾞﾙﾃｸﾉｽ 栃木県宇都宮市若草４－２５－８ 手塚 靖之 とび・土工・コンクリート工事特定 773 0 773

10000739 県内 （株）交建 ｺｳｹﾝ 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井７９７－９ 小出 利幸 とび・土工・コンクリート工事一般 771 0 771

10000919 県内 （株）三和メック ｻﾝﾜﾒｯｸ 栃木県宇都宮市横田新町１８－６ 天野 公夫 とび・土工・コンクリート工事一般 770 0 770

10000818 県内 （株）睦工業 ﾑﾂﾐｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市竹林町７９３ 糸井 通裕 とび・土工・コンクリート工事一般 767 0 767

10000616 県内 （株）エポック ｴﾎﾟｯｸ 栃木県那須郡那珂川町白久９５ 鈴木 幸夫 とび・土工・コンクリート工事一般 760 0 760
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10000972 県内 （株）菊地組 ｷｸﾁｸﾞﾐ 栃木県宇都宮市平出工業団地４５－２ 菊池 三紀男 とび・土工・コンクリート工事特定 754 0 754

10000976 県内 （株）清水造園 ｼﾐｽﾞｿﾞｳｴﾝ 栃木県宇都宮市下荒針町２６７８－１３７２ 清水 孝眞 とび・土工・コンクリート工事特定 754 0 754

10001686 県内 北関東工管（株） ｷﾀｶﾝﾄｳｺｳｶﾝ 栃木県宇都宮市元今泉４－３－１５ 渡辺 幸代 とび・土工・コンクリート工事特定 754 0 754

10000822 県内 （株）落合東光園 ｵﾁｱｲﾄｳｺｳｴﾝ 栃木県河内郡上三川町大字川中子９２１ 落合  功 とび・土工・コンクリート工事特定 752 0 752

10000596 県内 平石環境システム（株） ﾋﾗｲｼｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑ 栃木県宇都宮市平出町４１４－１ 平石 裕一 とび・土工・コンクリート工事一般 750 0 750

10000624 県内 岩原産業（株） ｲﾜﾊﾗｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出工業団地６－１２ 岩原 正樹 とび・土工・コンクリート工事特定 748 0 748

10001069 県内 エステート住宅産業（株） ｴｽﾃｰﾄｼﾞｭｳﾀｸｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市駅前通り１－１－５ 古山 武史 とび・土工・コンクリート工事特定 744 0 744

10000492 県内 （株）暁工務店 ｱｶﾂｷｺｳﾑﾃﾝ 栃木県宇都宮市松原２－３－１３ 増渕 薫 とび・土工・コンクリート工事特定 743 0 743

10000971 県内 山本電気（株） ﾔﾏﾓﾄﾃﾞﾝｷ 栃木県鹿沼市武子１５３０－５ 山本 利雄 とび・土工・コンクリート工事一般 742 0 742

10001727 県内 （株）那須ナーセリー ﾅｽﾅｰｾﾘｰ 栃木県那須郡那須町高久乙３４６９ 落合 潤 とび・土工・コンクリート工事一般 740 0 740

10001411 県内 成常建設（株） ｾｲｼﾞｮｳｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市下栗１－２３－１３ 山中 和弥 とび・土工・コンクリート工事特定 739 0 739

10000855 県内 共立舗道（株） ｷｮｳﾘﾂﾎﾄﾞｳ 栃木県佐野市小中町６ 篠崎 良三 とび・土工・コンクリート工事特定 738 0 738

10000805 県内 神谷建設（株） ｶﾐﾔｹﾝｾﾂ 栃木県鹿沼市府中町３８３ 神谷 雄大 とび・土工・コンクリート工事特定 736 0 736

10000470 県内 （有）ノザワスポーツ ﾉｻﾞﾜｽﾎﾟｰﾂ 栃木県佐野市金吹町４－４ 野澤 直之 とび・土工・コンクリート工事一般 726 0 726

10001113 県内 松本建設（株） ﾏﾂﾓﾄｹﾝｾﾂ 栃木県真岡市並木町２－２１－１ 松本 敬介 とび・土工・コンクリート工事特定 726 0 726

10000851 県内 （株）八興建設 ﾊｯｺｳｹﾝｾﾂ 栃木県日光市今市２５１－２ 吉原 美男 とび・土工・コンクリート工事特定 722 0 722

10000882 県内 （株）武田塗装工業 ﾀｹﾀﾞﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市茂原１－３－１４ 武田 隆夫 とび・土工・コンクリート工事一般 722 0 722

10000479 県内 昭和工機（株） ｼｮｳﾜｺｳｷ 栃木県宇都宮市長岡町１２０２－１６ 古谷 政信 とび・土工・コンクリート工事一般 713 0 713

10000986 県内 水都交安工業（株） ﾐﾄｺｳｱﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県真岡市西沼８５０ 小森 正 とび・土工・コンクリート工事一般 713 0 713

10000604 県内 中里建設（株） ﾅｶｻﾞﾄｹﾝｾﾂ 栃木県佐野市栃本町１０５１ 中里 聡 とび・土工・コンクリート工事特定 711 0 711

10000561 県内 根本塗装（株） ﾈﾓﾄﾄｿｳ 栃木県宇都宮市大通り２－３－１６ 根本 和典 とび・土工・コンクリート工事特定 710 0 710

10000541 県内 （株）カクタ技建 ｶｸﾀｷﾞｹﾝ 栃木県河内郡上三川町大字下神主２２９－２ 直井 清 とび・土工・コンクリート工事特定 705 0 705

10001545 県内 芳賀屋建設（株） ﾊｶﾞﾔｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市簗瀬４－１２－２８ 関 明彦 とび・土工・コンクリート工事特定 702 0 702

10001481 県内 上陽工業（株） ｼﾞｮｳﾖｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市鶴田町１８９－４ 上野 勝弘 とび・土工・コンクリート工事特定 701 0 701

10001614 県内 仲田総業（株） ﾅｶﾀﾞｿｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市簗瀬町２５２０－４ 仲田 陽介 とび・土工・コンクリート工事一般 698 0 698

10000804 県内 ミユキ建設（株） ﾐﾕｷｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１０８－３ 中島 理 とび・土工・コンクリート工事特定 696 0 696

10000542 県内 鹿野建設（株） ｼｶﾉｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市岩本町２９６－２ 鹿野 雄久 とび・土工・コンクリート工事特定 689 0 689

10001710 県内 （株）栃木グランドプロ ﾄﾁｷﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾛ 栃木県宇都宮市下栗町１５２４－１３ 掛端 太郎 とび・土工・コンクリート工事一般 680 0 680

10001489 県内 （株）日本オイルサービス ﾆﾎﾝｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ 栃木県宇都宮市砥上町２７８－４ 沼尾 貞亮 とび・土工・コンクリート工事一般 667 0 667

10001071 県内 （有）増元 ﾏｽｹﾞﾝ 栃木県日光市森友１３６７－２ 増渕 明男 とび・土工・コンクリート工事一般 663 0 663

10001067 県内 米弥工業（株） ﾖﾈﾔｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市若草３－１２－５ 亀和田 薫 とび・土工・コンクリート工事特定 654 0 654

10000700 県内 福田土木造園（株） ﾌｸﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸｿﾞｳｴﾝ 栃木県宇都宮市下戸祭１－８－１３ 福田 広美 とび・土工・コンクリート工事一般 652 0 652

10001021 県内 宇陽環境整備工業（株） ｳﾖｳｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市梁瀬３－２７－７ 松本 正幸 とび・土工・コンクリート工事一般 644 0 644

10000617 県内 （株）総研 ｿｳｹﾝ 栃木県宇都宮市小幡２－４－５ 小岩 圭一 とび・土工・コンクリート工事一般 610 0 610

10000762 県内 （株）八幡 ﾔﾊﾀ 栃木県宇都宮市平出工業団地４５－２ 菊池 清二 とび・土工・コンクリート工事一般 609 0 609

10001688 県内 （有）大内組 ｵｵｳﾁｸﾞﾐ 栃木県河内郡上三川町東汗１１５ 巻嶋 一支 とび・土工・コンクリート工事一般 600 0 600

10001600 県内 星野工業（株） ﾎｼﾉｺｳｷﾞｮｳ 栃木県鹿沼市玉田町６９２－８ 星野 詠一 とび・土工・コンクリート工事一般 410 0 410

10000765 県外 大成建設（株） ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 東京都新宿区西新宿１－２５－１ 相川 善郎 大成建設（株） 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ 浅田 佳之 とび・土工・コンクリート工事特定 1907 0 1907
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10000656 県外 （株）フジタ ﾌｼﾞﾀ 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 奥村 洋治 （株）フジタ 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 三浦 隆一 とび・土工・コンクリート工事特定 1632 0 1632

10000811 県外 清水建設（株） ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 東京都中央区京橋２－１６－１ 井上 和幸 清水建設（株） 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６８２－２ 谷口 寛明 とび・土工・コンクリート工事特定 1612 0 1612

10001011 県外 （株）熊谷組 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ 東京都新宿区津久戸町２－１ 櫻野 泰則 （株）熊谷組 首都圏支店 東京都新宿区津久戸町２－１ 大野 雅紀 とび・土工・コンクリート工事特定 1609 0 1609

10000574 県外 ショーボンド建設（株） ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ 東京都中央区日本橋箱崎町７－８ 岸本 達也 ショーボンド建設（株） 関東支店 埼玉県さいたま市北区宮原町１－５０１－１ 渡辺 拓 とび・土工・コンクリート工事特定 1540 0 1540

10000555 県外 西松建設（株） ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ 東京都港区虎ノ門１－１７－１ 高瀬 伸利 西松建設（株） さいたま営業所 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－１－２２ 塩月 知道 とび・土工・コンクリート工事特定 1436 0 1436

10000779 県外 （株）竹中土木 ﾀｹﾅｶﾄﾞﾎﾞｸ 東京都江東区新砂１－１－１ 竹中 康一 （株）竹中土木 東京本店 東京都江東区新砂１－１－１ 小幡 伊三美 とび・土工・コンクリート工事特定 1416 0 1416

10000577 県外 （株）ピーエス三菱 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ 東京都中央区晴海２－５－２４ 森 拓也 （株）ピーエス三菱 東京土木支店 東京都中央区晴海２－５－２４ 森島 修 とび・土工・コンクリート工事特定 1404 0 1404

10000628 県外 東鉄工業（株） ﾄｳﾃﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区信濃町３４ 前川 忠生 東鉄工業（株） 埼玉支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２４７ ＯＳビル６階荒木 誠 とび・土工・コンクリート工事特定 1404 0 1404

10000668 県外 鉄建建設（株） ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 東京都千代田区神田三崎町２－５－３ 伊藤 泰司 鉄建建設（株） 関越支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－７ 舟嶋 啓邦 とび・土工・コンクリート工事特定 1401 0 1401

10001450 県外 宮地エンジニアリング（株） ﾐﾔﾁﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都中央区日本橋富沢町９－１９ 永山 弘久 とび・土工・コンクリート工事特定 1396 0 1396

10001606 県外 佐藤工業（株） ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 宮本 雅文 佐藤工業（株） 東京支店 東京都中央区日本橋本町４－１２－１９ 川端 一知 とび・土工・コンクリート工事特定 1383 0 1383

10000677 県外 東急建設（株） ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東京都渋谷区渋谷１－１６－１４ 寺田 光宏 東急建設（株） 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町１８－１０ 西村 伸 とび・土工・コンクリート工事特定 1376 0 1376

10000716 県外 （株）奥村組 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２ 奥村 太加典 （株）奥村組 東京支店 東京都港区芝５－６－１ 大熊 一由 とび・土工・コンクリート工事特定 1337 0 1337

10000579 県外 飛島建設（株） ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 東京都港区港南１－８－１５ 乘京 正弘 飛島建設（株） 首都圏土木支店 東京都港区港南１－８－１５ 稲葉 靖規 とび・土工・コンクリート工事特定 1333 0 1333

10001548 県外 （株）横河ブリッジ ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ 千葉県船橋市山野町２７ 髙田 和彦 とび・土工・コンクリート工事特定 1323 0 1323

10000610 県外 西武建設（株） ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 埼玉県所沢市くすのき台１－１１－１ 佐藤 誠 西武建設（株） 関東支店 埼玉県所沢市美原町５－２０１９－７ 茂木 善和 とび・土工・コンクリート工事特定 1286 0 1286

10000537 県外 東亜建設工業（株） ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区西新宿３－７－１ 秋山 優樹 東亜建設工業（株） 東京支店 東京都中央区日本橋室町４－１－６ 本多 將人 とび・土工・コンクリート工事特定 1285 0 1285

10000870 県外 （株）安部日鋼工業 ｱﾍﾞﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ 岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３ 井手口 哲朗 （株）安部日鋼工業 東関東営業所 茨城県水戸市南町３－４－３９ 濱野 央 とび・土工・コンクリート工事特定 1268 0 1268

10000996 県外 （株）協和エクシオ ｷｮｳﾜｴｸｼｵ 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 舩橋 哲也 とび・土工・コンクリート工事特定 1196 0 1196

10001552 県外 日本ファブテック（株） ﾆﾎﾝﾌｧﾌﾞﾃｯｸ 茨城県取手市下高井１０２０ 野上 勇 日本ファブテック（株） 橋梁事業本部 茨城県取手市下高井１０２０ 福島 剛 とび・土工・コンクリート工事特定 1150 0 1150

10000799 県外 長谷川体育施設（株） ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 東京都世田谷区太子堂１－４－２１ 仁ノ平 俊和 長谷川体育施設（株） 茨城営業所 茨城県土浦市中高津１－１８－３ 中村 悦雄 とび・土工・コンクリート工事特定 1149 0 1149

10001106 県外 東日本コンクリート（株） ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 宮城県仙台市青葉区一番町２－２－１３ 山縣 修 とび・土工・コンクリート工事特定 1134 0 1134

10001732 県外 小川工業（株） ｵｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 埼玉県行田市桜町１－５－１６ 小川 貢三郎 とび・土工・コンクリート工事特定 1086 0 1086

10001730 県外 徳倉建設 （株） ﾄｸﾗｹﾝｾﾂ 名古屋市中区錦３－１３－５ 徳倉 正晴 徳倉建設 （株） 東京支店 東京都港区高輪３－１９－２３ 杉山 善克 とび・土工・コンクリート工事特定 1077 0 1077

10001729 県外 （株） 前田産業 ﾏｴﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ 熊本県熊本市南区野田３－１３－１ 木村 洋一郎 （株） 前田産業 東京支店 東京都港区海岸２－６－３０ ３階 前田 淳司 とび・土工・コンクリート工事特定 1053 0 1053

10000888 県外 （株）ジャクエツ ｼﾞｬｸｴﾂｶﾝｷｮｳｼﾞｷﾞｮｳ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０ 德本 達郎 とび・土工・コンクリート工事特定 1036 0 1036

10001689 県外 （株）日本ピーエス ﾆﾎﾝﾋﾟｰｴｽ 福井県敦賀市若泉町３ 有馬 浩史 （株）日本ピー･エス 東京支店 東京都千代田区猿楽町１－５－１８ 千代田ビル６階一力 信雄 とび・土工・コンクリート工事特定 1025 0 1025

10001696 県外 （株） 岡部 ｵｶﾍﾞ 富山県南砺市祖山３９ 岡部 竜一 とび・土工・コンクリート工事特定 1014 0 1014

10000466 県外 （株）ＩＨＩインフラ建設 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｹﾝｾﾂ 東京都江東区東陽７－１－１ 森内 昭 （株）ＩＨＩインフラ建設 関東支店 東京都江東区東陽７－１－１ 太田 和宏 とび・土工・コンクリート工事特定 1013 0 1013

10001546 県外 矢木コーポレーション（株） ﾔｷﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 長野県長野市真島町川合２０３６ 矢木 健一 とび・土工・コンクリート工事特定 1010 0 1010

10001735 県外 ドーピー建設工業（株） ﾄﾞｰﾋﾟｰｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 北海道札幌市中央区北一条西６－２ 稲田 義行 ドーピー建設工業（株） 東京支店 東京都台東区東上野２－１－１１ 小倉 史也 とび・土工・コンクリート工事特定 984 0 984

10001058 県外 長永スポーツ工業（株） ﾁｮｳｴｲｽﾎﾟｰﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都世田谷区岡本３－２３－２６ 長谷川 信 とび・土工・コンクリート工事特定 974 0 974

10001046 県外 （株）日さく ﾆｯｻｸ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 若林 直樹 （株）日さく 東日本支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－１９９－３ 水井 寿則 とび・土工・コンクリート工事特定 968 0 968

10000859 県外 日勝スポーツ工業（株） ﾆｯｼｮｳｽﾎﾟｰﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都世田谷区三宿２－３６－９ 岡田 一良 とび・土工・コンクリート工事特定 959 0 959

10000955 県外 奥アンツ－カ（株） ｵｸｱﾝﾂｰｶ 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 奥 洋彦 奥アンツ－カ（株） 東京支店 東京都台東区三筋１－１０－４ 奥 真人 とび・土工・コンクリート工事特定 948 0 948

10001508 県外 （株）スポーツテクノ和広 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉﾜｺｳ 東京都品川区南大井３－６－１８ 髙松保雄 とび・土工・コンクリート工事特定 935 0 935

10001628 県外 タカオ（株） ﾀｶｵ 広島県福山市御幸町中津原１７８７－１ 髙尾 典秀 とび・土工・コンクリート工事一般 934 0 934

10001681 県外 日都産業（株） ﾆｯﾄｻﾝｷﾞｮｳ 東京都杉並区宮前５－１９－１ 山中 慎吾 日都産業（株） 北関東営業所 埼玉県さいたま市北区宮原町３－３０６－１ 鈴木 昌英 とび・土工・コンクリート工事一般 933 0 933
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10001466 県外 愛知（株） ｱｲﾁ 愛知県名古屋市東区筒井３－２７－２５ 島本 迪彦 愛知（株） 東京本部 東京都中央区新川１－１７－２５ 東茅場町有楽ビル１Ｆ島本 健司 とび・土工・コンクリート工事一般 917 0 917

10001685 県外 関東建設興業（株） ｶﾝﾄｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 埼玉県行田市樋上２７２ 須永 一磨 とび・土工・コンクリート工事特定 912 0 912

10001446 県外 矢田工業（株） ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 成田 正樹 とび・土工・コンクリート工事特定 911 0 911

10001640 県外 （株）中村製作所 ﾅｶﾑﾗｾｲｻｸｼｮ 千葉県松戸市小山５１０ 櫻田 正明 （株）中村製作所 関東営業所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－２１－２ 能澤 真吾 とび・土工・コンクリート工事特定 905 0 905

10000518 県外 日本体育施設（株） ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 東京都中野区東中野３－２０－１０ 小松 和幸 日本体育施設（株） 関東営業所 埼玉県さいたま市南区文蔵２－４－３ 岡田 勝也 とび・土工・コンクリート工事特定 892 0 892

10001708 県外 （株） クボタ建設 ｸﾎﾞﾀｹﾝｾﾂ 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 荒川 範行 （株） クボタ建設 東京支社 東京都中央区日本橋本石町３－３－１０ 瀬戸 昭孝 とび・土工・コンクリート工事特定 857 0 857

10001458 県外 カワナベ工業（株） ｶﾜﾅﾍﾞｺｳｷﾞｮｳ 群馬県高崎市矢中町３１９－６ 川鍋 太志 とび・土工・コンクリート工事特定 855 0 855

10001698 県外 （株）ユーディケー ﾕｰﾃﾞｨｹｰ 埼玉県さいたま市浦和区岸町５－７－１１ 関根 信次 とび・土工・コンクリート工事特定 850 0 850

10000484 県外 日本フィールドシステム（株） ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 岡山県津山市高尾５７３－１ 鈴木 誠 日本フィールドシステム（株） 関東支店 東京都足立区千住宮元町１３－１３ 桑田 政明 とび・土工・コンクリート工事特定 826 0 826

10000932 県外 川崎地質（株） ｶﾜｻｷﾁｼﾂ 東京都港区三田２－１１－１５ 栃本 泰浩 とび・土工・コンクリート工事特定 806 0 806

10001700 県外 生涯スポーツ建設 （株） ｼｮｳｶﾞｲｽﾎﾟｰﾂｹﾝｾﾂ 埼玉県さいたま市南区別所３－５－１２ 飯島 寛一 とび・土工・コンクリート工事特定 806 0 806

10001642 県外 ｋｓｓ（株） ｹｲｴｽｴｽ 東京都武蔵村山市伊奈平１－７０－２ 深澤 重幸 とび・土工・コンクリート工事一般 804 0 804

10000954 県外 日化メンテナンス（株） ﾆｯｶﾒﾝﾃﾅﾝｽ 東京都千代田区東神田２－５－１２ 戸井 信一 日化メンテナンス（株） 東日本支店 茨城事業所茨城県水戸市城南２－５－４５ 大内 健一 とび・土工・コンクリート工事特定 785 0 785

10001736 県外 （株）日比谷アメニス ﾋﾋﾞﾔｱﾒﾆｽ 東京都港区三田４２７ 小林 定夫 とび・土工・コンクリート工事特定 773 0 773

10001743 県外 コウフ・フィールド（株） ｺｳﾌ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ 福岡県福岡市博多区東那珂２ー１９ー２５ 加治木 英隆 コウフ・フィールド（株） 東京支店 東京都台東区上野桜木１－１５－６ 松尾 一成 とび・土工・コンクリート工事特定 763 0 763

10001745 県外 （株）栄進 ｴｲｼﾝ 東京都墨田区横川４－１１－６ 今 知也 とび・土工・コンクリート工事一般 669 0 669

10001705 県外 矢野電設 （株） ﾔﾉﾃﾞﾝｾﾂ 茨城県水戸市河和田町３４４９－２ 矢野 宏 とび・土工・コンクリート工事一般 665 0 665

10001515 県外 （株）トレジャーボックス ﾄﾚｼﾞｬｰﾎﾞｯｸｽ 埼玉県上尾市上１７２２－６ 木本忠将 とび・土工・コンクリート工事一般 598 0 598

10001668 県外 （株）ユニバーサル建設 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｹﾝｾﾂ 大阪府大阪市中央区本町２－６－１０本町センタービル６階境田 健宏 （株）ユニバーサル建設 東京支店 東京都文京区湯島３－３９－１０上野ＴＨビル５階堺 亮輔 とび・土工・コンクリート工事特定 549 0 549
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