
令和３・４年度 入札参加資格者名簿 （管工事 名簿登載業者一覧）

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級

10000077 市内 コウエイ工業（株） ｺｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市花の木１－２－４ 吉田 宗司 管工事 特定 912 35 947 A

10000071 市内 （株）スガマタ ｽｶﾞﾏﾀ 栃木県下野市石橋８３９－３ 小野澤 康 管工事 一般 884 15 899 A

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 管工事 一般 821 15 836 A

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 管工事 一般 799 25 824 A

10000056 市内 （株）サニーハウス・アダチ ｻﾆｰﾊｳｽｱﾀﾞﾁ 栃木県下野市小金井３００９－６１ 安達 祐介 管工事 一般 815 0 815 A

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 管工事 一般 797 15 812 A

10000009 市内 （有）藤沼建設 ﾌｼﾞﾇﾏｹﾝｾﾂ 栃木県下野市仁良川１６１３－２ 藤沼 秀夫 管工事 一般 800 5 805 A

10000756 市内 川俣電設（株） ｶﾜﾏﾀﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県下野市仁良川１６５７－２４ 川俣 宜美 管工事 一般 785 15 800 A

10000037 市内 （有）大島設備 ｵｵｼﾏｾﾂﾋﾞ 栃木県下野市下古山６９０－１ 大島 義和 管工事 一般 791 5 796 A

10000083 市内 （株）前原土建 ﾏｴﾊﾗﾄﾞｹﾝ 栃木県下野市上大領３０－１ 前原 正義 管工事 一般 764 30 794 A

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 管工事 一般 773 5 778 A

10000035 市内 （株）前商 ﾏｴｼｮｳ 栃木県下野市中大領３０８－２ 前田 好則 管工事 一般 755 15 770 A

10000004 市内 岡本建設（株） ｵｶﾓﾄｹﾝｾﾂ 栃木県下野市小金井１－３－１ 岡本 忠士 管工事 一般 743 25 768 B

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 管工事 一般 752 5 757 B

10000001 市内 （株）園部建設 ｿﾉﾍﾞｹﾝｾﾂ 栃木県下野市薬師寺３４４７－１０ 園部 定雄 管工事 一般 741 10 751 B

10000061 市内 （有）猪瀬工務店 ｲﾉｾｺｳﾑﾃﾝ 栃木県下野市駅東五丁目３番１－１０１号 渡邉 岳城 管工事 一般 744 3 747 B

10000058 市内 （有）タテノ ﾀﾃﾉ 栃木県下野市小金井１３２ 釜井 孝明 管工事 一般 746 -10 736 B

10000025 市内 小平住設（有） ｺﾀﾞｲﾗｼﾞｭｳｾﾂ 栃木県下野市上台４５３－２３ 小平 幸弘 管工事 一般 729 0 729 B

10000066 市内 （株）多田電工 ﾀﾀﾞﾃﾞﾝｺｳ 栃木県下野市石橋２８４ 多田 寛 管工事 一般 718 5 723 B

10000050 市内 （有）小金井電気商会 ｺｶﾞﾈｲﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 栃木県下野市柴７６３ 田口 權一郎 管工事 一般 720 0 720 B

10000021 市内 （株）山本造園土木 ﾔﾏﾓﾄｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県下野市緑２－９－１ 山本 幸雄 管工事 一般 704 15 719 B

10000063 市内 （有）坂本電機設備工業 ｻｶﾓﾄﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市緑２－３２９０－１６ 坂本 道男 管工事 一般 700 0 700 B

10000076 市内 舘野興業（株） ﾀﾃﾉｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市仁良川１６２２－６ 舘野 秀樹 管工事 特定 692 5 697 B

10000085 市内 （有）佐藤電気 ｻﾄｳﾃﾞﾝｷ 栃木県下野市柴４５６－３ 佐藤 昭 管工事 一般 693 0 693 B

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 管工事 一般 665 5 670 C

10000013 市内 葭葉設備工業（株） ﾖｼﾊﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市下坪山１６７９ 葭葉 英幸 管工事 一般 661 5 666 C

10001461 市内 渡邉総設（株） ﾜﾀﾅﾍﾞｿｳｾﾂ 栃木県下野市上古山１５０２－５５ 渡邉 俊夫 管工事 一般 646 5 651 C

10000036 市内 （有）マルキ設備農機具 ﾏﾙｷｾﾂﾋﾞﾉｳｷｸﾞ 栃木県下野市柴７－７ 渡邉 喜一郎 管工事 一般 647 0 647 C

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 管工事 一般 623 0 623 C

10000088 市内 （有）大内設備工業 ｵｵｳﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市笹原９３－９ 大内 洋一 管工事 一般 603 0 603 C

10000152 市内 （有）海老原住設 ｴﾋﾞﾊﾗｼﾞｭｳｾﾂ 栃木県下野市磯部３６４ 海老原 邦芳 管工事 一般 596 0 596 C

10000081 市内 小林さく井工業（株） ｺﾊﾞﾔｼｻｸｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市柴７６１－３８ 小林 新太郎 管工事 一般 582 0 582 C

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 管工事 一般 516 0 516 C

10001535 市内 （有）国分寺産業 ｺｸﾌﾞﾝｼﾞｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県下野市川中子１４４９ 田村 友輝 管工事 一般 516 0 516 C

10000092 市内 （有）飯野工業 ｲｲﾉｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下野市仁良川１４８５ 飯野 英雄 管工事 一般 492 0 492 C

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 管工事 一般 399 0 399 C

代表者 代理店 所在地 代理人
格付

所在地業者番号 区分 業者名 カナ
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10000060 準市内 北斗管工（株） ﾎｸﾄｶﾝｺｳ 栃木県宇都宮市茂原２－１２－２８ 中村 敬生 北斗管工（株） 石橋支店 栃木県下野市下古山３２６２ 舘 浩史 管工事 特定 1031 0 1031

10000046 準市内 （株）長工業 ﾁｮｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市羽川４８４－４ 関口 芳衛 （株）長工業 国分寺支店 栃木県下野市小金井６－７－１ 長 恵子 管工事 特定 901 0 901

10000832 管内 藤田エンジニアリング（株） ﾌｼﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 藤田 実 藤田エンジニアリング（株） 栃木支店 栃木県栃木市河合町８－１６ 松村 勲 管工事 特定 1398 0 1398

10001664 管内 積水ハウス（株） ｾｷｽｲﾊｳｽ 大阪府大阪市北区大淀中１－１－８８ 仲井 嘉浩 積水ハウス（株） 北関東シャーメゾン支店 栃木県宇都宮市城東１－１１－１５ 赤塚 健次 管工事 一般 1302 0 1302

10000623 管内 荏原実業（株） ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 東京都中央区銀座７－１４－１ 吉田 俊範 荏原実業（株） 栃木事務所 栃木県小山市駅南町２－１４－１７ 小堀 良昭 管工事 特定 1271 0 1271

10000552 管内 （株）ヒタチ設備 ﾋﾀﾁｾﾂﾋﾞ 栃木県小山市駅東通り２－３５－１０ 武井 正浩 管工事 特定 1003 0 1003

10000551 管内 （株）トチナン ﾄﾁﾅﾝ 栃木県小山市乙女１３３９ 猪瀬 修 管工事 特定 964 0 964

10000704 管内 （株）日誠工業 ﾆｯｾｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県下都賀郡野木町友沼２１４４ 鎌田 就介 管工事 特定 935 0 935

10000894 管内 （株）サルカン ｻﾙｶﾝ 栃木県栃木市大平町榎本９１９－１ 猿山 正和 管工事 特定 926 0 926

10000694 管内 （株）小林鑿泉工業所 ｺﾊﾞﾔｼｻｸｾﾝｾﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 栃木県小山市大字寒川１７１５ 小林 匡 管工事 一般 876 0 876

10000952 管内 古河産機システムズ（株） ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都千代田区丸の内２－２－３ 川下 勝平 古河産機システムズ（株） 北関東営業所 栃木県小山市若木町１－２３－１５ 仲田 盛一 管工事 特定 875 0 875

10000565 管内 北日本ガス（株） ｷﾀﾆﾎﾝｶﾞｽ 栃木県小山市花垣町２－１１－２２ 山本 勝 管工事 特定 873 0 873

10000070 管内 （株）永井設備工業 ﾅｶﾞｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市犬塚４－１１－１５ 徳増 勝義 管工事 特定 869 0 869

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 管工事 特定 846 0 846

10001430 管内 山さく建工（株） ﾔﾏｻｸｹﾝｺｳ 栃木県小山市塚崎１４１４ 山中 康裕 管工事 一般 827 0 827

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 管工事 特定 805 0 805

10000723 管内 （株）山中組 ﾔﾏﾅｶｸﾞﾐ 栃木県小山市大字間々田１５６７ 山中 慎太朗 管工事 一般 790 0 790

10000600 管内 （株）アスライブ ｱｽﾗｲﾌﾞ 栃木県小山市粟宮１－９－９ 荒井 不二夫 管工事 特定 780 0 780

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 管工事 特定 750 0 750

10000989 管内 （有）関東実行センター ｶﾝﾄｳｼﾞｯｺｳｾﾝﾀｰ 栃木県小山市外城１５７‐３ 山本 久一 管工事 一般 727 0 727

10000780 管内 伊藤電機（株） ｲﾄｳﾃﾞﾝｷ 栃木県栃木市平柳町１－４３－１７ 伊藤 和博 管工事 一般 713 0 713

10000838 管内 （株）青木組 ｱｵｷｸﾞﾐ 栃木県小山市乙女２－３０－８ 青木 慎吾 管工事 一般 703 0 703

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 管工事 一般 694 0 694

10001204 管内 （株）旭野組 ｱｻﾋﾉｸﾞﾐ 栃木県小山市乙女２－２３－３３ 栗田 賀章 管工事 一般 686 0 686

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 管工事 一般 599 0 599

10000703 管内 （株）野田サクセン ﾉﾀﾞｻｸｾﾝ 栃木県栃木市大平町西野田４２４ 佐山 孝之 管工事 一般 550 0 550

10001453 管内 （有）リーベン ﾘｰﾍﾞﾝ 栃木県下都賀郡壬生町安塚１９５２－５ 赤羽根 清治 管工事 一般 522 0 522

10000766 県内 高砂熱学工業（株） ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区新宿６－２７－３０ 小島 和人 高砂熱学工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市馬場通り１－１－１１ 宇都宮ＴＤビルディング内村 文彦 管工事 特定 1944 0 1944

10000951 県内 新菱冷熱工業（株） ｼﾝﾘｮｳﾚｲﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都新宿区四谷１－６－１ 加賀美 猛 新菱冷熱工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市宮園町５－３３ 東武宇都宮西口ビル藤野 桂 管工事 特定 1938 0 1938

10000998 県内 ダイダン（株） ﾀﾞｲﾀﾞﾝ 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－２５ 藤澤 一郎 ダイダン（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市東宿郷４－１－２０ 埜田 暢 管工事 特定 1817 0 1817

10000728 県内 東洋熱工業（株） ﾄｳﾖｳﾈﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区京橋２－５－１２ 谷口 昌伸 東洋熱工業（株） 北関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－２２－３ 高木 健一朗 管工事 特定 1771 0 1771

10000784 県内 （株）朝日工業社 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼｬ 東京都港区浜松町１－２５－７ 髙須 康有 （株）朝日工業社 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市今泉２－１１－１ 吉原 俊裕 管工事 特定 1757 0 1757

10000910 県内 （株）テクノ菱和 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ 東京都豊島区南大塚２－２６－２０ 黒田 英彦 （株）テクノ菱和 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市元今泉４－８－２２ 尾崎 秀和 管工事 特定 1744 0 1744

10000797 県内 大成温調（株） ﾀｲｾｲｵﾝﾁｮｳ 東京都品川区大井１－４７－１ 水谷 憲一 大成温調（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市東宿郷４－４－１ 高橋 徹 管工事 特定 1625 0 1625

10001420 県内 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰ 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０ 日下 高 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 東日本支社 栃木県宇都宮市大通り４－１－１８ 我妻 隆之 管工事 特定 1597 0 1597

10000578 県内 （株）ヤマト ﾔﾏﾄ 群馬県前橋市古市町１１８ 町田 豊 （株）ヤマト 栃木支店 栃木県宇都宮市上欠町１２８７－２４０ 武藤 勝彦 管工事 特定 1592 0 1592
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10001464 県内 タニコー（株） ﾀﾆｺｰ 東京都品川区戸越１－７－２０ 谷口 秀一 タニコー（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市鶴田町１６１１－１ 絹川 晃弘 管工事 一般 1417 0 1417

10000794 県内 日神工業（株） ﾆｯｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市東塙田２－８－４１ 神宮 厚 管工事 特定 1255 0 1255

10001417 県内 日本調理機（株） ﾆﾎﾝﾁｮｳﾘｷ 東京都大田区東六郷３－１５－８ 齋藤 有史 日本調理機（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市江曽島本町３－３１ 鮏川 正己 管工事 一般 1216 0 1216

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 管工事 特定 1213 0 1213

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 管工事 特定 1101 0 1101

10000666 県内 荏原商事（株） ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 東京都中央区日本橋茅場町３－９－１０ 島田  薫 荏原商事（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市大通り４－１－２０ 大塚 泰弘 管工事 特定 1089 0 1089

10001679 県内 ＮＥＣフィールディング （株） ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 東京都港区三田１－４－２８ 鈴木 浩 ＮＥＣフィールディング （株） 宇都宮支店 栃木県宇都宮市陽東８－２－３ 谷野宮 博 管工事 一般 1087 0 1087

10000940 県内 平成理研（株） ﾍｲｾｲﾘｹﾝ 栃木県宇都宮市石井町２８５６－３ 秋元 和人 管工事 特定 1064 0 1064

10000753 県内 （株）田中工業 ﾀﾅｶｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市簗瀬町１９２３－２ 田中 英治 管工事 特定 1053 0 1053

10001074 県内 和田工業（株） ﾜﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市今泉町２１ 廣田 勝義 管工事 特定 1033 0 1033

10000532 県内 栗田工業（株） ｸﾘﾀｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出工業団地４３－１６１ 増子 秀嗣 管工事 特定 1008 0 1008

10000559 県内 鬼怒川空調（株） ｷﾇｶﾞﾜｸｳﾁｮｳ 栃木県宇都宮市簗瀬３－２－３ 吉澤 孝二 管工事 特定 1006 0 1006

10000488 県内 河内山工業（株） ｺｳﾁﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市瑞穂３－９－５ 河内山 順子 管工事 特定 982 0 982

10000795 県内 （株）久保設備 ｸﾎﾞｾﾂﾋﾞ 栃木県宇都宮市睦町１０－１５ 久保 浩一 管工事 特定 977 0 977

10000764 県内 （株）シンエイ企業 ｼﾝｴｲｷｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平松町８７１－４ 渋谷 知則 管工事 特定 974 0 974

10000633 県内 （株）小牧工業 ｺﾏｷｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市江曽島町１１４６－２ 小牧 伸敏 管工事 特定 964 0 964

10001608 県内 （株）水戸設備工業 ﾐﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町１４３－４７ 曾篠 和久 管工事 特定 959 0 959

10000613 県内 大橋総設工業（株） ｵｵﾊｼｿｳｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県大田原市住吉町２－４－２４ 大橋 保 管工事 特定 954 0 954

10000979 県内 （株）トクシン電気 ﾄｸｼﾝﾃﾞﾝｷ 栃木県真岡市下大沼１－２－１ 徳増 勝義 管工事 特定 941 0 941

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 管工事 特定 935 0 935

10000966 県内 横山工業（株） ﾖｺﾔﾏｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市中久保１－１０－１５ 横山 庸 管工事 特定 931 0 931

10000687 県内 荒牧空調工業（株） ｱﾗﾏｷｸｳﾁｮｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県さくら市卯の里１－１２－９ 荒牧 州弘 管工事 特定 925 0 925

10000524 県内 （株）二興 ﾆｺｳ 栃木県佐野市大橋町３２３９－８ 髙田 新也 管工事 特定 924 0 924

10001554 県内 （株）ヤマカエンジニアリング ﾔﾏｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市上桑島町１３７４－２ 金敷 浩巳 管工事 一般 909 0 909

10001313 県内 （株）松本商会 ﾏﾂﾓﾄｼｮｳｶｲ 栃木県宇都宮市上戸祭町５４－１ 松本 伸一 管工事 特定 908 0 908

10000747 県内 （株）増渕組 ﾏｽﾌﾞﾁｸﾞﾐ 栃木県宇都宮市簗瀬町２５００－１５ 増渕 勝明 管工事 特定 895 0 895

10000928 県内 三興設備（株） ｻﾝｺｳｾﾂﾋﾞ 栃木県宇都宮市陽東１－１－１９ 荒井 勉 管工事 特定 887 0 887

10001437 県内 金箱工設（株） ｶﾈﾊﾞｺｺｳｾﾂ 栃木県宇都宮市雀宮町１１８－４ 金箱 忠司 管工事 特定 877 0 877

10001015 県内 光陽エンジニアリング（株） ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 栃木県宇都宮市宝木町２－８８０ 紺野 金一郎 管工事 特定 873 0 873

10001721 県内 明和工業 （株） ﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 新潟県新潟市西蒲区打越１３５－１ 関根 聡史 管工事 特定 853 0 853

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 管工事 一般 844 0 844

10000490 県内 福富工業（株） ﾌｸﾄﾐｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市上大曽町３６０－５ 福冨 昭 管工事 特定 832 0 832

10001507 県内 環境整備（株） ｶﾝｷｮｳｾｲﾋﾞ 栃木県宇都宮市岩曽町１３３３ 辻中 昭彦 管工事 特定 831 0 831

10001557 県内 （有）大森組 ｵｵﾓﾘｸﾞﾐ 栃木県真岡市青田６２ 大森 堅一 管工事 一般 827 0 827

10000573 県内 渡辺建設（株） ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市今泉新町１８０ 渡辺 眞幸 管工事 特定 812 0 812

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 管工事 特定 810 0 810
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10000464 県内 三水プラント（株） ｻﾝｽｲﾌﾟﾗﾝﾄ 栃木県宇都宮市滝の原１－２－１２ 三上 幸男 管工事 特定 800 0 800

10001662 県内 関綜エンジニアリング（株） ｶﾝｿｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 栃木県足利市南町４２５４－３ 高橋 孝明 管工事 特定 784 0 784

10000592 県内 （株）大岩建設 ｵｵｲﾜｹﾝｾﾂ 栃木県大田原市末広１－４－４０ 岩見 武 管工事 特定 783 0 783

10000486 県内 （株）柳田商会 ﾔﾅｷﾞﾀｼｮｳｶｲ 栃木県河内郡上三川町上蒲生２３ 柳田 正喜 管工事 特定 782 0 782

10000639 県内 大産企業（株） ﾀﾞｲｻﾝｷｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市峰１－１７－２３ 宅本 浩希 管工事 特定 781 0 781

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 管工事 特定 771 0 771

10001699 県内 （株）仙波工業 ｾﾝﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市平出町３７６９－１ 仙波 義輝 管工事 特定 769 0 769

10000936 県内 （株）新成エンジニアリング ｼﾝｾｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市飯田町８７－６ 石川 弘康 管工事 一般 749 0 749

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 管工事 一般 739 0 739

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 管工事 一般 734 0 734

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 管工事 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 管工事 一般 721 0 721

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 管工事 一般 716 0 716

10001618 県内 （株）神吉工業 ｶﾐﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 栃木県河内郡上三川町天神町１９－１ 吉沼 弘之 管工事 一般 709 0 709

10000602 県内 （株）ベルパックス ﾍﾞﾙﾊﾟｯｸｽ 栃木県那須塩原市若葉町２－２０ 大平 千代子 管工事 一般 708 0 708

10001488 県内 （株）東部興業 ﾄｳﾌﾞｺｳｷﾞｮｳ 栃木県河内郡上三川町東蓼沼１５６ 髙田 和幸 管工事 一般 708 0 708

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 管工事 一般 707 0 707

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 管工事 一般 706 0 706

10001511 県内 マルホ建設（株） ﾏﾙﾎｹﾝｾﾂ 栃木県大田原市南方５３０ 星 豪紀 管工事 一般 704 0 704

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 管工事 一般 701 0 701

10001645 県内 （株）宇都宮空調 ｳﾂﾉﾐﾔｸｳﾁｮｳ 栃木県宇都宮市平出町１６１５－１ 増渕 誠一 管工事 一般 700 0 700

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 管工事 一般 694 0 694

10001024 県内 （株）津野田土木 ﾂﾉﾀﾞﾄﾞﾎﾞｸ 栃木県河内郡上三川町上神主４６２－１ 津野田 哲 管工事 一般 692 0 692

10001722 県内 （株） 浅道汽缶工業 ｱｻﾐﾁｷｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市駒生町３３７１－５４ 浅道 保豊 管工事 一般 688 0 688

10000925 県内 （株）伊藤ライニング ｲﾄｳﾗｲﾆﾝｸﾞ 栃木県宇都宮市幕田町２９５－１ 金田 浩延 管工事 一般 686 0 686

10001749 県内 （株）ダイシン ﾀﾞｲｼﾝ 栃木県宇都宮市石井町３１２５－９ 大森 正美 管工事 一般 675 0 675

10001226 県内 （株）アースエンタープライズ ｱｰｽｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 栃木県真岡市八木岡２０１－１ 永島 岩男 管工事 一般 667 0 667

10001207 県内 （株）スルガエンジニアリング ｽﾙｶﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 栃木県那須塩原市上厚崎１－１０６ 佐野 晃 管工事 一般 658 0 658

10000645 県内 （株）メディカルコミュニケーションズ ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 栃木県宇都宮市花園町２－３ ０８３９ビル 三浦 克博 管工事 一般 653 0 653

10001661 県内 福宮建設（株） ﾌｸﾐﾔｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市鶴田町１４６２－１ 福田 二一 管工事 一般 651 0 651

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 管工事 一般 643 0 643

10000460 県内 （有）トーコーインテック ﾄｰｺｰｲﾝﾃｯｸ 栃木県宇都宮市白沢町５７７－１０ 伊東 耕二 管工事 一般 641 0 641

10001473 県内 松栄建設（株） ｼｮｳｴｲｹﾝｾﾂ 栃木県真岡市亀山３－３－１ 松本 孝市 管工事 一般 638 0 638

10001101 県内 （株）由倉工業 ﾖｼｸﾗｺｳｷﾞｮｳ 栃木県佐野市赤坂町９５４－１１ 小倉 弘光 管工事 一般 623 0 623

10000887 県内 （株）ケネックス ｹﾈｯｸｽ 栃木県宇都宮市東簗瀬１－１１－４ 関 健一 管工事 一般 607 0 607

10000558 県内 宇賀神設備（株） ｳｶﾞｼﾞﾝｾﾂﾋﾞ 栃木県宇都宮市鶴田町１４３１－１ 宇賀神 俊夫 管工事 一般 574 0 574
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10000590 県外 三機工業（株） ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区明石町８－１ 石田 博一 管工事 特定 1883 0 1883

10000379 県外 （株）大氣社 ﾀｲｷｼｬ 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 加藤 考ニ （株）大氣社 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２３ 坂本 雅文 管工事 特定 1858 0 1858

10000667 県外 三菱電機ビルテクノサ－ビス（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 東京都荒川区荒川７－１９－１ 林 美克 三菱電機ビルテクノサ－ビス（株） 関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０ 永島 徹 管工事 特定 1800 0 1800

10000948 県外 三建設備工業（株） ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区新川１－１７－２１ 松井 栄一 三建設備工業（株）北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町３－１３－１ 中村 成利 管工事 特定 1729 0 1729

10001691 県外 日比谷総合設備 （株） ﾋﾋﾞﾔｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ 東京都港区三田３－５－２７ 黒田 長裕 日比谷総合設備 （株） 東京本店 東京都港区芝浦３－４－１ 實川 博史 管工事 特定 1718 0 1718

10000599 県外 アズビル（株） ｱｽﾞﾋﾞﾙ 東京都千代田区丸の内２－７－３ 山本 清博 アズビル（株） アドバンスオートメーションカンパニー東京支社東京都品川区北品川５－５－１５ 五十嵐 貴志 管工事 特定 1675 0 1675

10000872 県外 須賀工業（株） ｽｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 東京都台東区上野５－１８－１０ 津田 端季 須賀工業（株） 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町４－１２３ 山谷 茂 管工事 特定 1611 0 1611

10001242 県外 （株）三晃空調 ｻﾝｺｳｸｳﾁｮｳ 大阪府大阪市北区西天満３－１３－２０ 齊藤 昌宏 （株）三晃空調 東京本店 東京都新宿区西新宿６－１８－１ 久保田 重憲 管工事 特定 1607 0 1607

10001444 県外 （株）太平エンジニアリング ﾀｲﾍｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都文京区本郷１－１９－６ 後藤 悟志 管工事 特定 1605 0 1605

10001206 県外 パナソニック産機システムズ（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都墨田区押上１－１－２ 稲継 哲章 パナソニック産機システムズ（株） 空調事業本部東京都墨田区押上１－１－２ 直木 俊成 管工事 特定 1560 0 1560

10001731 県外 パナソニック環境エンジニアリング（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶﾝｷｮｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ 大阪府吹田市垂水町３－２８－３３ 井上 善文 パナソニック環境エンジニアリング（株） 東日本支店東京都港区港南２－１２－２６ 手嶋 得詞 管工事 特定 1543 0 1543

10000905 県外 （株）日立ビルシステム ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 東京都千代田区神田淡路町２－１０１ 光冨 眞哉 （株）日立ビルシステム 関東支社 千葉県柏市柏４－８－１ 小口 辰広 管工事 特定 1509 0 1509

10000709 県外 第一工業（株） ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 篠原 直男 管工事 特定 1498 0 1498

10000485 県外 （株）日立製作所 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ 東京都千代田区丸の内１－６－６ 小島 啓二 （株）日立製作所 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ 上田 充宏 管工事 特定 1495 0 1495

10001715 県外 （株） 柿本商会 ｶｷﾓﾄｼｮｳｶｲ 石川県金沢市藤江南２－２８ 柿本 自如 （株） 柿本商会 東京支店 東京都千代田区鍛冶町１－８－５ 西本 滋一 管工事 特定 1450 0 1450

10001436 県外 （株）荏原製作所 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ 東京都大田区羽田旭町１１－１ 浅見 正男 （株）荏原製作所 東京支社 東京都大田区羽田旭町１１－１ 井上 貴雄 管工事 特定 1380 0 1380

10001478 県外 セコム（株） ｾｺﾑ 東京都渋谷区神宮前１－５－１ 尾関 一郎 管工事 特定 1320 0 1320

10000741 県外 （株）鴻池組 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１ 渡津 弘己 （株）鴻池組 東京本店 東京都中央区日本橋本町１－９－１ 鎌田 克明 管工事 特定 1308 0 1308

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 管工事 特定 1301 0 1301

10000912 県外 （株）日立システムズ ﾋﾀﾁｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都品川区大崎１－２－１ 柴原 節男 （株）日立システムズ 関東甲信越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町２－７５ 高森 浩信 管工事 特定 1298 0 1298

10001227 県外 アマノ（株） ｱﾏﾉ 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 津田 博之 管工事 特定 1274 0 1274

10000904 県外 （株）クボタ ｸﾎﾞﾀ 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７ 北尾 裕一 （株）クボタ 東京本社 東京都中央区京橋２－１－３ 黒澤 利彦 管工事 特定 1257 0 1257

10001602 県外 （株）日本サーモエナー ﾆﾎﾝｻｰﾓｴﾅｰ 東京都港区白金台３－２－１０ 泉 雅彦 （株）日本サーモエナー 北関東支社 埼玉県さいたま市北区吉野町１－２７－４ 楠本 栄二 管工事 特定 1243 0 1243

10001243 県外 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 藤井 和夫 パナソニックＬＳエンジニアリング（株） 東京本部東京都江東区青海１－１－２０ 秋月 伸也 管工事 特定 1213 0 1213

10000949 県外 （株）フソウ ﾌｿｳ 香川県高松市郷東町７９２－８ 角 尚宣 （株）フソウ 東京支社 東京都中央区日本橋室町２－３－１ 柴原 晃 管工事 特定 1203 0 1203

10000917 県外 三菱化工機（株） ﾐﾂﾋﾞｼｶｺｳｷ 神奈川県川崎市川崎区宮前町１－２ 田中 利一 管工事 特定 1170 0 1170

10000715 県外 昱（株） ｱｷﾗ 東京都中央区東日本橋３－３－１１ 中川 崇 昱（株） 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ 山本 克弥 管工事 特定 1162 0 1162

10000631 県外 積水アクアシステム（株） ｾｷｽｲｱｸｱｼｽﾃﾑ 大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０ 植村 政孝 積水アクアシステム（株） 東京事業所 東京都中央区築地４－７－５ 西崎 勝則 管工事 特定 1156 0 1156

10000947 県外 藤吉工業（株） ﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 愛知県名古屋市中村区太閤４－２－８ 加藤 靖始 管工事 特定 1147 0 1147

10000958 県外 （株）鶴見製作所 ﾂﾙﾐｾｲｻｸｼｮ 大阪府大阪市鶴見区鶴見４－１６－４０ 辻本 治 （株）鶴見製作所 東京本社 東京都台東区台東１－３３－８ 原 秋佳 管工事 一般 1138 0 1138

10000968 県外 住友重機械エンバイロメント（株） ｽﾐﾄﾓｼﾞｭｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ 東京都品川区西五反田７－１０－４ 永井 貴徳 管工事 特定 1119 0 1119

10000725 県外 （株）西原環境 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ 東京都港区海岸３－２０－２０ 西原 幸司 （株）西原環境 関東支店 東京都港区海岸３－２０－２０ 小仁 祐 管工事 特定 1082 0 1082

10001739 県外 堀川産業 （株） ﾎﾘｶﾜｻﾝｷﾞｮｳ 埼玉県草加市住吉１－１３－１０ 堀川 雅治 管工事 一般 1081 0 1081

10000636 県外 （株）千代田組 ﾁﾖﾀﾞｸﾞﾐ 東京都港区西新橋１－２ー９ 日比谷セントラルビル網﨑 一成 （株）千代田組 建設本部 東京都港区西新橋１－２－９ 日比谷セントラルビル柴山 哲也 管工事 特定 1072 0 1072

10000944 県外 新明和工業（株） ｼﾝﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 兵庫県宝塚市新明和町１－１ 五十川 龍之 新明和工業（株） 流体事業部 営業本部 関東支店埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０ 佐々木 英二 管工事 一般 1064 0 1064

10001601 県外 （株）ＮＮＣエンジニアリング ｴﾇｴﾇｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 新潟県長岡市寺宝町１３０－１ 青柳 良孝 （株）ＮＮＣエンジニアリング 南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９－２ 中島 直人 管工事 特定 1054 0 1054
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10001409 県外 藤田テクノ（株） ﾌｼﾞﾀﾃｸﾉ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 藤田 実 藤田テクノ（株） 太田支店 群馬県太田市小舞木町３６１－１ 小井土 裕一 管工事 特定 1051 0 1051

10000817 県外 （株）第一テクノ ﾀﾞｲｲﾁﾃｸﾉ 東京都品川区南大井６－１３－１０ 向井 善彦 （株）第一テクノ 群馬支店 群馬県前橋市元総社町２－２３－１４ 清水 正樹 管工事 特定 1045 0 1045

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 管工事 特定 1034 0 1034

10000569 県外 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京都中央区銀座８－２１－１ 片倉 達夫 パナソニックシステムソリューションズジャパン（株） 首都圏部門東京都中央区銀座８－２１－１ 奥村 康彦 管工事 特定 1031 0 1031

10000683 県外 クシダ工業（株） ｸｼﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 群馬県高崎市貝沢町甲９６５ 串田 洋介 管工事 特定 989 0 989

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 管工事 特定 988 0 988

10001016 県外 ドリコ（株） ﾄﾞﾘｺ 東京都中央区日本橋２－１３－１０ 鮫島 修 管工事 特定 932 0 932

10000899 県外 共和化工（株） ｷｮｳﾜｶｺｳ 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 吉村 俊治 共和化工（株） 関東支店 東京都品川区西五反田７－２５－１９ 髙田 真人 管工事 特定 910 0 910

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 管工事 特定 902 0 902

10000914 県外 三協工業（株） ｻﾝｷｮｳｺｳｷﾞｮｳ 東京都品川区西五反田７－２０－１１ 高橋 和靖 三協工業（株） 北関東営業所 埼玉県久喜市河原井町１５ 直江 晴康 管工事 特定 891 0 891

10001607 県外 クボタ機工（株） ｸﾎﾞﾀｷｺｳ 大阪府枚方市中宮大池１－１－１ 前田 勝弘 クボタ機工（株） 東京支店 東京都中央区京橋２－１－３ 市川 篤 管工事 特定 891 0 891

10000738 県外 藤田建設工業（株） ﾌｼﾞﾀｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 福島県棚倉町棚倉南町２０ 内藤 勇雄 管工事 特定 884 0 884

10001738 県外 （株）有電社 ﾕｳﾃﾞﾝｼｬ 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 伊丹 一弘 株）有電社 東京支店 東京都新宿区西新宿７－７－３０ 岡 潤 管工事 一般 878 0 878

10000294 県外 （株）三進ろ過工業 ｻﾝｼﾝﾛｶ 愛知県名古屋市中村区亀島２－２２－２ 柳下 幸一 （株）三進ろ過工業 東京営業所 東京都豊島区巣鴨１－９－１１ 渡邊 直宏 管工事 一般 876 0 876

10000705 県外 中川理水建設（株） ﾅｶｶﾞﾜﾘｽｲｹﾝｾﾂ 茨城県土浦市真鍋５－１６－２６ 中川 喜久治 管工事 特定 871 0 871

10001048 県外 （株）ウォーターエージェンシー ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 東京都新宿区東五軒町３－２５ 榊原 秀明 管工事 一般 858 0 858

10000906 県外 （株）前澤エンジニアリングサービス ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 埼玉県川口市仲町５－１１ 絹笠 淳 （株）前澤エンジニアリングサービス 関東支店 埼玉県川口市仲町５－１１ 加藤 忠 管工事 特定 855 0 855

10001709 県外 石垣メンテナンス（株） ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 東京都千代田区丸の内１－６－５ 石垣 真 石垣メンテナンス（株） 東京支店営業部営業課 東京都千代田区丸の内１－６－５ 川北 義彰 管工事 特定 829 0 829

10001613 県外 アイテック（株） ｱｲﾃｯｸ 大阪府大阪市北区梅田３－３－１０ 前田 幸治 管工事 一般 816 0 816

10001053 県外 新明和アクアテクサービス（株） ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 兵庫県神戸市東灘区本山南町八丁目６－２６ 石川 貞仁 新明和アクアテクサービス（株） 北関東センター埼玉県さいたま市北区宮原町４－４３－２０ 木田 博喜 管工事 一般 804 0 804

10001626 県外 （株）サイオー ｻｲｵｰ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１２－４ 橋本 一憲 管工事 一般 769 0 769

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 管工事 特定 764 0 764

10000416 県外 （株）フジピットサービス ﾌｼﾞﾋﾟｯﾄｻｰﾋﾞｽ 群馬県前橋市駒形町５９３－６３ 齋藤 昌幸 管工事 一般 709 0 709

10001744 県外 （株）伊藤鐡工所 ｲﾄｳﾃｯｺｳｼｮ 静岡県静岡市清水区幸町２－１２ 敷島 哲也 管工事 一般 693 0 693
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