
令和３・４年度 入札参加資格者名簿 （その他工事 名簿登載業者一覧）

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級

10000019 市内 （有）北條組 ﾎｳｼﾞｮｳｸﾞﾐ 栃木県下野市三王山７１４－３ 北條 和重 大工工事 一般 523 0 523

10001520 県外 （株）ナガワ ﾅｶﾞﾜ 東京都千代田区丸の内１－４－１ 髙橋 修 （株）ナガワ  東京支店 東京都千代田区丸の内１－４－１ 岡嶋 俊介 大工工事 特定 1115 0 1115

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 左官工事 一般 657 0 657

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 石工事 一般 514 0 514

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 石工事 特定 706 0 706

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 石工事 一般 618 0 618

10001667 県内 （株）カナメ ｶﾅﾒ 栃木県宇都宮市平出工業団地３８－５２ 吉原 正博 屋根工事 特定 1080 0 1080

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 屋根工事 特定 1277 0 1277

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 屋根工事 特定 725 0 725

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 タイル・れんが・ブロック工事特定 1501 0 1501

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 タイル・れんが・ブロック工事特定 1005 0 1005

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 タイル・れんが・ブロック工事一般 600 0 600

10001741 県外 高砂炉材工業 （株） ﾀｶｻｺﾞﾛｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区日本橋本町３－２－１３ 高橋 一彰 タイル・れんが・ブロック工事特定 831 0 831

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 鋼構造物工事 特定 1127 0 1127

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 鋼構造物工事 特定 1299 0 1299

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 鋼構造物工事 特定 1132 0 1132

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 鋼構造物工事 特定 1668 0 1668

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 鋼構造物工事 特定 1514 0 1514

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 鋼構造物工事 特定 1512 0 1512

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 鋼構造物工事 特定 1495 0 1495

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 鋼構造物工事 特定 1466 0 1466

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 鋼構造物工事 特定 1423 0 1423

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 鋼構造物工事 特定 1416 0 1416

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 鋼構造物工事 特定 1306 0 1306

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 鋼構造物工事 特定 1303 0 1303

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 鋼構造物工事 特定 1151 0 1151

10000757 県内 日本自動機工（株） ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳｷｺｳ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７ 古屋 久昭 日本自動機工（株） 関東支店 栃木県真岡市松山町２４－３ 岩渕 圭一郎 鋼構造物工事 特定 1115 0 1115

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 鋼構造物工事 特定 1080 0 1080

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 鋼構造物工事 特定 780 0 780

10000607 県内 （株）井上鉄工所 ｲﾉｳｴﾃｯｺｳｼﾞｮ 栃木県鹿沼市貝島町５０１６－１１ 井上 泰輝 鋼構造物工事 一般 764 0 764

10000467 県内 桜岡建設（株） ｻｸﾗｵｶｹﾝｾﾂ 栃木県大田原市北大和久２４ 櫻岡 増実 鋼構造物工事 特定 759 0 759

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 鋼構造物工事 一般 716 0 716

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 鋼構造物工事 特定 701 0 701

10000627 県内 （株）オオミヤ ｵｵﾐﾔ 栃木県宇都宮市宝木本町２２９６－１１ 大宮 航 鋼構造物工事 一般 585 0 585

10001550 県外 ＪＦＥエンジニアリング（株） ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 大下 元 鋼構造物工事 特定 1788 0 1788

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 鋼構造物工事 特定 1770 0 1770
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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 鋼構造物工事 特定 1652 0 1652

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 鋼構造物工事 特定 1651 0 1651

10000844 県外 日立造船（株） ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野 禎男 日立造船（株） 東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３ 小木 均 鋼構造物工事 特定 1637 0 1637

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 鋼構造物工事 特定 1610 0 1610

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 鋼構造物工事 特定 1606 0 1606

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 鋼構造物工事 特定 1569 0 1569

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 鋼構造物工事 特定 1429 0 1429

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 鋼構造物工事 特定 1406 0 1406

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 鋼構造物工事 特定 1379 0 1379

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 鋼構造物工事 特定 1375 0 1375

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 鋼構造物工事 特定 1375 0 1375

10000443 県外 電気興業（株） ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松澤 幹夫 電気興業（株） 中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松永 希 鋼構造物工事 特定 1369 0 1369

10000669 県外 東洋建設（株） ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 武澤 恭司 東洋建設（株） 関東建築支店 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 後藤 孝之 鋼構造物工事 特定 1366 0 1366

10001714 県外 佐藤鉄工（株） ｻﾄｳﾃｯｺｳ 富山県立山町鉾木２２０ 藤田 泰 佐藤鉄工（株） 東京営業所 東京都中央区日本橋小伝馬町１－７ 木村 靖浩 鋼構造物工事 特定 1289 0 1289

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 鋼構造物工事 特定 1261 0 1261

10000903 県外 （株）ミゾタ ﾐｿﾞﾀ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 井田 建 （株）ミゾタ さいたま営業所 埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１－６－７０２ 前窪 清史 鋼構造物工事 特定 1233 0 1233

10001750 県外 （株）中央コーポレーション ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 岩手県花巻市東宮野目１１－５ 佐々木 史昭 （株）中央コーポレーション 関東営業所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－９－１８ 大宮三貴ビル２階２０４号室三浦 正人 鋼構造物工事 特定 1143 0 1143

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 鋼構造物工事 特定 1136 0 1136

10001455 県外 大同機工（株） ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 埼玉県戸田市新曽３３６ 德永 光昭 鋼構造物工事 特定 1135 0 1135

10001543 県外 森松工業（株） ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 松久 晃基 鋼構造物工事 特定 1132 0 1132

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 鋼構造物工事 特定 1126 0 1126

10001505 県外 （株）塩浜工業 ｼｵﾊﾏｺｳｷﾞｮｳ 福井県敦賀市観音町１２－１ 塩浜 都広 （株）塩浜工業 東京本部 東京都港区芝大門２－１０－１２  ＫＤＸ芝大門ビル５階後藤 善哉 鋼構造物工事 特定 1122 0 1122

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 鋼構造物工事 特定 1081 0 1081

10001629 県外 （株）乃村工藝社 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 東京都港区台場２－３－４ 榎本 修次 鋼構造物工事 特定 1081 0 1081

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 鋼構造物工事 特定 1077 0 1077

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 鋼構造物工事 特定 1065 0 1065

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 鋼構造物工事 特定 1030 0 1030

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 鋼構造物工事 特定 1012 0 1012

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 鋼構造物工事 特定 1004 0 1004

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 鋼構造物工事 特定 997 0 997

10001624 県外 （株）岩城 ｲﾜｷ 岐阜県可児市柿下２－１ 文城 弘 （株）岩城 東京営業所 東京都大田区北嶺町１４－９ フォレスト北嶺１０１号室亀岡 正典 鋼構造物工事 特定 994 0 994

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 鋼構造物工事 特定 974 0 974

10001644 県外 新日本工業（株） ｼﾝﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳ 愛知県名古屋市昭和区吹上町２－１－５ 冨田 健二 新日本工業（株） 東京営業所 東京都江戸川区平井４－７－１６ 徳久ビル５階 奥田 武 鋼構造物工事 特定 956 0 956

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 鋼構造物工事 特定 934 0 934

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 鋼構造物工事 特定 881 0 881

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 鋼構造物工事 特定 751 0 751
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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 鋼構造物工事 一般 723 0 723

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 鋼構造物工事 特定 715 0 715

10001745 県外 （株）栄進 ｴｲｼﾝ 東京都墨田区横川４－１１－６ 今 知也 鋼構造物工事 一般 477 0 477

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 鉄筋工事 特定 962 0 962

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 鉄筋工事 特定 827 0 827

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 舗装工事 特定 926 25 951 A

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 しゅんせつ工事 一般 704 0 704

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 しゅんせつ工事 特定 769 0 769

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 しゅんせつ工事 一般 690 0 690

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 しゅんせつ工事 一般 630 0 630

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 しゅんせつ工事 特定 1583 0 1583

10000669 県外 東洋建設（株） ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 武澤 恭司 東洋建設（株） 関東建築支店 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 後藤 孝之 しゅんせつ工事 特定 1563 0 1563

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 しゅんせつ工事 特定 1056 0 1056

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 しゅんせつ工事 特定 858 0 858

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 しゅんせつ工事 特定 758 0 758

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 しゅんせつ工事 特定 751 0 751

10001728 県外 ミザック（株） ﾐｻﾞｯｸ 大阪府大阪市北区堂島浜１－４－１６アクア堂島ＮＢＦタワー１７階柾木 隆弘 ミザック（株） 東京支店 東京都千代田区内幸町１－３－３内幸町ダイビル８０３山崎 慶祐 しゅんせつ工事 特定 742 0 742

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 しゅんせつ工事 一般 732 0 732

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 塗装工事 特定 800 0 800

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 塗装工事 特定 731 0 731

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 塗装工事 一般 673 0 673

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 塗装工事 特定 991 0 991

10000459 管内 （株）コイケ ｺｲｹ 栃木県小山市大字犬塚７８番地４ 池田 卓史 塗装工事 一般 886 0 886

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 塗装工事 特定 847 0 847

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 塗装工事 一般 806 0 806

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 塗装工事 一般 766 0 766

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 塗装工事 一般 733 0 733

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 塗装工事 一般 732 0 732

10000570 管内 （有）田村塗装工業 ﾀﾑﾗﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市都賀町深澤５０ 田村 晃一 塗装工事 一般 677 0 677

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 塗装工事 一般 675 0 675

10001452 管内 坂本産業（株） ｻｶﾓﾄｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県栃木市尻内町６９１－１ 坂本 和則 塗装工事 特定 649 0 649

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 塗装工事 特定 1056 0 1056

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 塗装工事 特定 1016 0 1016

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 塗装工事 一般 973 0 973

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 塗装工事 特定 937 0 937

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 塗装工事 一般 863 0 863
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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 塗装工事 一般 846 0 846

10001484 県内 （株）高橋義行塗装工芸社 ﾀｶﾊｼﾖｼﾕｷﾄｿｳｺｳｹﾞｲｼｬ 栃木県宇都宮市宝木本町１２５２－９ 加藤 康正 塗装工事 一般 838 0 838

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 塗装工事 特定 837 0 837

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 塗装工事 一般 834 0 834

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 塗装工事 特定 834 0 834

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 塗装工事 一般 822 0 822

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 塗装工事 一般 821 0 821

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 塗装工事 一般 816 0 816

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 塗装工事 一般 798 0 798

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 塗装工事 特定 798 0 798

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 塗装工事 特定 797 0 797

10000930 県内 （有）東昭こすも ﾄｳｼｮｳｺｽﾓ 栃木県河内郡上三川町大字多功１９２８－１ 前原 裕子 塗装工事 特定 795 0 795

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 塗装工事 特定 787 0 787

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 塗装工事 特定 783 0 783

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 塗装工事 特定 778 0 778

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 塗装工事 特定 777 0 777

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 塗装工事 特定 766 0 766

10001451 県内 （株）アズプラン ｱｽﾞﾌﾟﾗﾝ 栃木県宇都宮市平出町３７３７－２７ 鈴木 明 塗装工事 特定 754 0 754

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 塗装工事 一般 752 0 752

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 塗装工事 特定 748 0 748

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 塗装工事 特定 748 0 748

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 塗装工事 特定 745 0 745

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 塗装工事 特定 744 0 744

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 塗装工事 一般 743 0 743

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 塗装工事 一般 741 0 741

10001072 県内 中島塗装（株） ﾅｶｼﾞﾏﾄｿｳ 栃木県宇都宮市下川俣町２０６－８ 中島 國雄 塗装工事 一般 736 0 736

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 塗装工事 特定 719 0 719

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 塗装工事 一般 714 0 714

10000519 県内 富士見工業（株） ﾌｼﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ 栃木県大田原市富士見２－１６０６－１１３ 礒 昭洋 塗装工事 特定 708 0 708

10000939 県内 秋山塗工（株） ｱｷﾔﾏﾄｺｳ 栃木県宇都宮市泉町３－５ 秋山 和子 塗装工事 一般 702 0 702

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 塗装工事 特定 691 0 691

10000575 県内 （株）イノマタ ｲﾉﾏﾀ 栃木県宇都宮市鶴田町１５０４ 猪俣 裕一 塗装工事 一般 677 0 677

10000937 県内 （株）ベクター ﾍﾞｸﾀｰ 栃木県鹿沼市西沢１０２７－３ 小林 隆 塗装工事 一般 676 0 676

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 塗装工事 一般 674 0 674

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 塗装工事 一般 672 0 672

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 塗装工事 特定 669 0 669
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10000607 県内 （株）井上鉄工所 ｲﾉｳｴﾃｯｺｳｼﾞｮ 栃木県鹿沼市貝島町５０１６－１１ 井上 泰輝 塗装工事 一般 664 0 664

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 塗装工事 一般 645 0 645

10001028 県内 渡辺建工（株） ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｺｳ 栃木県鹿沼市茂呂３３６－５ 渡辺 泰史 塗装工事 一般 630 0 630

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 塗装工事 特定 622 0 622

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 塗装工事 一般 569 0 569

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 塗装工事 特定 1346 0 1346

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 塗装工事 特定 1164 0 1164

10000443 県外 電気興業（株） ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松澤 幹夫 電気興業（株） 中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松永 希 塗装工事 特定 1157 0 1157

10001725 県外 （株） ナカボーテック ﾅｶﾎﾞｰﾃｯｸ 東京都中央区新川２－５－２ 名井 肇 塗装工事 特定 1063 0 1063

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 塗装工事 特定 1037 0 1037

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 塗装工事 特定 940 0 940

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 塗装工事 特定 872 0 872

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 塗装工事 特定 853 0 853

10001455 県外 大同機工（株） ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 埼玉県戸田市新曽３３６ 德永 光昭 塗装工事 特定 775 0 775

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 塗装工事 一般 717 0 717

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 塗装工事 特定 715 0 715

10001624 県外 （株）岩城 ｲﾜｷ 岐阜県可児市柿下２－１ 文城 弘 （株）岩城 東京営業所 東京都大田区北嶺町１４－９ フォレスト北嶺１０１号室亀岡 正典 塗装工事 特定 704 0 704

10001644 県外 新日本工業（株） ｼﾝﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳ 愛知県名古屋市昭和区吹上町２－１－５ 冨田 健二 新日本工業（株） 東京営業所 東京都江戸川区平井４－７－１６ 徳久ビル５階 奥田 武 塗装工事 一般 659 0 659

10001745 県外 （株）栄進 ｴｲｼﾝ 東京都墨田区横川４－１１－６ 今 知也 塗装工事 一般 489 0 489

10000622 管内 栃木アンカー工業（株） ﾄﾁｷﾞｱﾝｶｰｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市城内町２－４４－３７ 荒金 憲一 防水工事 一般 895 0 895

10000459 管内 （株）コイケ ｺｲｹ 栃木県小山市大字犬塚７８番地４ 池田 卓史 防水工事 一般 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 防水工事 一般 704 0 704

10000854 管内 ヒカリ工業（株） ﾋｶﾘｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市犬塚４－１３－１６ 吉浜 光信 防水工事 一般 680 0 680

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 防水工事 一般 648 0 648

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 防水工事 特定 1456 0 1456

10001029 県内 江田特殊防水工業（株） ｴﾀﾞﾄｸｼｭﾎﾞｳｽｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市西川田東町１５－２５ 江田 昌弘 防水工事 一般 857 0 857

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 防水工事 特定 854 0 854

10000519 県内 富士見工業（株） ﾌｼﾞﾐｺｳｷﾞｮｳ 栃木県大田原市富士見２－１６０６－１１３ 礒 昭洋 防水工事 特定 846 0 846

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 防水工事 特定 843 0 843

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 防水工事 特定 821 0 821

10000679 県内 岩村建設（株） ｲﾜﾑﾗｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市御幸本町４７３６－２１ 鈴木 隆之 防水工事 特定 815 0 815

10001028 県内 渡辺建工（株） ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｺｳ 栃木県鹿沼市茂呂３３６－５ 渡辺 泰史 防水工事 一般 812 0 812

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 防水工事 特定 792 0 792

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 防水工事 一般 789 0 789

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 防水工事 一般 778 0 778

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 防水工事 特定 769 0 769
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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 防水工事 一般 767 0 767

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 防水工事 特定 762 0 762

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 防水工事 特定 760 0 760

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 防水工事 特定 759 0 759

10001432 県内 （有）三栄防水社 ｻﾝｴｲﾎﾞｳｽｲｼｬ 栃木県宇都宮市下岡本町２４９６－２ 阿満 弘幸 防水工事 一般 746 0 746

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 防水工事 特定 745 0 745

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 防水工事 特定 744 0 744

10000717 県内 アオキ工業（株） ｱｵｷｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市上野町７００１－１１ 青木 章宏 防水工事 一般 742 0 742

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 防水工事 一般 739 0 739

10000937 県内 （株）ベクター ﾍﾞｸﾀｰ 栃木県鹿沼市西沢１０２７－３ 小林 隆 防水工事 一般 738 0 738

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 防水工事 特定 703 0 703

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 防水工事 特定 702 0 702

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 防水工事 特定 696 0 696

10000478 県内 柴田建設（株） ｼﾊﾞﾀｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市横田新町１－６ 柴田 道夫 防水工事 特定 692 0 692

10001451 県内 （株）アズプラン ｱｽﾞﾌﾟﾗﾝ 栃木県宇都宮市平出町３７３７－２７ 鈴木 明 防水工事 特定 684 0 684

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 防水工事 特定 674 0 674

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 防水工事 特定 667 0 667

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 防水工事 一般 663 0 663

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 防水工事 特定 661 0 661

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 防水工事 一般 653 0 653

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 防水工事 特定 842 0 842

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 防水工事 一般 748 0 748

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 防水工事 特定 558 0 558

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 内装仕上工事 特定 1619 0 1619

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 内装仕上工事 特定 1597 0 1597

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 内装仕上工事 特定 1567 0 1567

10001610 県内 三和シヤッター工業（株） ｻﾝﾜｼﾔｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 東京都板橋区新河岸２－３－５ 髙山 盟司 三和シヤッター工業（株） 栃木メンテサービスセンター栃木県宇都宮市平出工業団地２０－２ 今井 淳雄 内装仕上工事 一般 1461 0 1461

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 内装仕上工事 特定 1415 0 1415

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 内装仕上工事 特定 1356 0 1356

10000909 県内 文化シヤッターサービス（株） ﾌﾞﾝｶｼｬｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ 東京都豊島区西巣鴨４－１４－５ 中島 省吾 文化シヤッターサービス（株） 関越サービス支店栃木県宇都宮市下栗町２９５１－８ 菰田 俊幸 内装仕上工事 一般 1150 0 1150

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 内装仕上工事 一般 1127 0 1127

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 内装仕上工事 特定 1048 0 1048

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 内装仕上工事 特定 800 0 800

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 内装仕上工事 一般 741 0 741

10000627 県内 （株）オオミヤ ｵｵﾐﾔ 栃木県宇都宮市宝木本町２２９６－１１ 大宮 航 内装仕上工事 一般 707 0 707

10001311 県内 佐藤商事（株） ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市西３－４－１０ 今井 裕 内装仕上工事 一般 699 0 699
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10000478 県内 柴田建設（株） ｼﾊﾞﾀｹﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市横田新町１－６ 柴田 道夫 内装仕上工事 特定 679 0 679

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 内装仕上工事 一般 671 0 671

10000575 県内 （株）イノマタ ｲﾉﾏﾀ 栃木県宇都宮市鶴田町１５０４ 猪俣 裕一 内装仕上工事 一般 671 0 671

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 内装仕上工事 一般 473 0 473

10001629 県外 （株）乃村工藝社 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ 東京都港区台場２－３－４ 榎本 修次 内装仕上工事 特定 1770 0 1770

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 内装仕上工事 特定 1692 0 1692

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 内装仕上工事 特定 1572 0 1572

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 内装仕上工事 特定 1365 0 1365

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 内装仕上工事 特定 1364 0 1364

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 内装仕上工事 特定 1356 0 1356

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 内装仕上工事 特定 1265 0 1265

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 内装仕上工事 特定 1255 0 1255

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 内装仕上工事 特定 1196 0 1196

10001513 県外 （株）トータルメディア開発研究所 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｮｳｼｮ 東京都千代田区紀尾井町３－２３ 山村 健一郎 内装仕上工事 特定 1163 0 1163

10000669 県外 東洋建設（株） ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 武澤 恭司 東洋建設（株） 関東建築支店 東京都千代田区神田神保町１－１０５ 後藤 孝之 内装仕上工事 特定 1143 0 1143

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 内装仕上工事 特定 1004 0 1004

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 内装仕上工事 一般 942 0 942

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 内装仕上工事 特定 807 0 807

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 内装仕上工事 一般 735 0 735

10001716 県外 （株） トリアド工房 ﾄﾘｱﾄﾞｺｳﾎﾞｳ 東京都八王子市大塚６３６－２ 伊藤 民郎 内装仕上工事 一般 684 0 684

10001753 県外 マイクロウェーブファクトリー（株） ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞﾌｧｸﾄﾘｰ 神奈川県横浜市港北区新横浜３－１８－３ 山口 雅彦 内装仕上工事 特定 665 0 665

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 内装仕上工事 特定 633 0 633

10001690 県外 （株） アポワテック ｱﾎﾟﾜﾃｯｸ 埼玉県八潮市八潮５－８－１３ 関 隆弘 内装仕上工事 一般 610 0 610

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 機械器具設置工事 一般 682 0 682

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 機械器具設置工事 一般 597 0 597

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 機械器具設置工事 一般 791 0 791

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 機械器具設置工事 一般 766 0 766

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 機械器具設置工事 特定 1405 0 1405

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 機械器具設置工事 特定 1292 0 1292

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 機械器具設置工事 特定 1132 0 1132

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 機械器具設置工事 一般 834 0 834

10000551 管内 （株）トチナン ﾄﾁﾅﾝ 栃木県小山市乙女１３３９ 猪瀬 修 機械器具設置工事 一般 819 0 819

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 機械器具設置工事 一般 764 0 764

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 機械器具設置工事 一般 732 0 732

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 機械器具設置工事 一般 725 0 725

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 機械器具設置工事 一般 717 0 717
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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 機械器具設置工事 一般 705 0 705

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 機械器具設置工事 一般 639 0 639

10001526 管内 藤本サクセン ﾌｼﾞﾓﾄｻｸｾﾝ 栃木県栃木市大光寺町６８９ 藤本 昭一 機械器具設置工事 一般 587 0 587

10001410 管内 （株）荒井電設 ｱﾗｲﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県栃木市藤岡町都賀８８３ 小野 高浩 機械器具設置工事 一般 573 0 573

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 機械器具設置工事 一般 3724 0 3724

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 機械器具設置工事 特定 1290 0 1290

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 機械器具設置工事 特定 1218 0 1218

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 機械器具設置工事 特定 1099 0 1099

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 機械器具設置工事 特定 1008 0 1008

10000757 県内 日本自動機工（株） ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳｷｺｳ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－１－７ 古屋 久昭 日本自動機工（株） 関東支店 栃木県真岡市松山町２４－３ 岩渕 圭一郎 機械器具設置工事 特定 1005 0 1005

10001718 県内 東京計器（株） ﾄｳｷｮｳｹｲｷ 東京都大田区南蒲田２－１６－４６ 安藤 毅 東京計器（株） 北関東営業所 栃木県佐野市栄町１－１ 田中 信也 機械器具設置工事 一般 965 0 965

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 機械器具設置工事 特定 942 0 942

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 機械器具設置工事 特定 909 0 909

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 機械器具設置工事 特定 891 0 891

10001064 県内 谷村電機（株） ﾀﾆﾑﾗﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市横田新町８－１３ 佐川 正剛 機械器具設置工事 一般 871 0 871

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 機械器具設置工事 特定 827 0 827

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 機械器具設置工事 特定 812 0 812

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 機械器具設置工事 一般 809 0 809

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 機械器具設置工事 一般 799 0 799

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 機械器具設置工事 特定 796 0 796

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 機械器具設置工事 一般 789 0 789

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 機械器具設置工事 一般 787 0 787

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 機械器具設置工事 一般 786 0 786

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 機械器具設置工事 一般 781 0 781

10001055 県内 （株）福田機械店 ﾌｸﾀﾞｷｶｲﾃﾝ 栃木県宇都宮市今泉町３２－１ 菅沼 功 機械器具設置工事 一般 770 0 770

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 機械器具設置工事 一般 769 0 769

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 機械器具設置工事 一般 768 0 768

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 機械器具設置工事 一般 759 0 759

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 機械器具設置工事 一般 745 0 745

10000733 県内 （株）相互電設 ｿｳｺﾞﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市下栗町１８５１ 平塚 美紀 機械器具設置工事 一般 744 0 744

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 機械器具設置工事 一般 733 0 733

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 機械器具設置工事 一般 731 0 731

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 機械器具設置工事 一般 726 0 726

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 機械器具設置工事 一般 702 0 702

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 機械器具設置工事 一般 682 0 682

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 機械器具設置工事 一般 672 0 672
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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 機械器具設置工事 一般 661 0 661

10001737 県内 （株）高原計機 ﾀｶﾊﾗｹｲｷ 栃木県矢板市片岡１９９１－１７ 亀山 崇 機械器具設置工事 一般 650 0 650

10000607 県内 （株）井上鉄工所 ｲﾉｳｴﾃｯｺｳｼﾞｮ 栃木県鹿沼市貝島町５０１６－１１ 井上 泰輝 機械器具設置工事 一般 642 0 642

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 機械器具設置工事 一般 623 0 623

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 機械器具設置工事 一般 621 0 621

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 機械器具設置工事 一般 615 0 615

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 機械器具設置工事 一般 594 0 594

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 機械器具設置工事 一般 575 0 575

10001748 県内 （有）タテヌマテクノ ﾀﾃﾇﾏﾃｸﾉ 栃木県足利市福居町１７２０－１ 蓼沼 稔弘 機械器具設置工事 一般 563 0 563

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 機械器具設置工事 一般 559 0 559

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 機械器具設置工事 一般 518 0 518

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 機械器具設置工事 特定 1884 0 1884

10001550 県外 ＪＦＥエンジニアリング（株） ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 大下 元 機械器具設置工事 特定 1821 0 1821

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 機械器具設置工事 特定 1769 0 1769

10000908 県外 東芝エレベータ（株） ﾄｳｼﾊﾞｴﾚﾍﾞｰﾀ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 柳瀬 悟郎 東芝エレベータ（株） 北関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 松原 和也 機械器具設置工事 特定 1643 0 1643

10000844 県外 日立造船（株） ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野 禎男 日立造船（株） 東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３ 小木 均 機械器具設置工事 特定 1614 0 1614

10000147 県外 オルガノ（株） ｵﾙｶﾞﾉ 東京都江東区新砂１－２－８ 内倉 昌樹 オルガノ（株）環境事業部 東京都江東区新砂１－２－８ 佐藤 博昭 機械器具設置工事 特定 1600 0 1600

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 機械器具設置工事 特定 1593 0 1593

10001622 県外 フジテック（株） ﾌｼﾞﾃｯｸ 東京都港区白金１－１７－３ 内山 高一 フジテック（株） 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－７５－１ 荒木 秀之 機械器具設置工事 特定 1590 0 1590

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 機械器具設置工事 特定 1587 0 1587

10000983 県外 メタウォーター（株） ﾒﾀｳｫｰﾀｰ 東京都千代田区神田須田町１－２５ 山口 賢二 メタウォーター（株） 首都圏北部営業部 東京都千代田区神田須田町１－２５ 丸田 賢一郎 機械器具設置工事 特定 1573 0 1573

10000608 県外 三菱電機（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ 東京都千代田区丸の内２－７－３ 漆間 啓 三菱電機（株） 関越支社 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 高野 則弘 機械器具設置工事 特定 1546 0 1546

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 機械器具設置工事 特定 1539 0 1539

10001471 県外 日本オーチス・エレベータ（株） ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ 東京都文京区本駒込２－２８－８ 山上 浩 日本オーチス・エレベータ（株） 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－９ 田畑 勲 機械器具設置工事 特定 1533 0 1533

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 機械器具設置工事 特定 1474 0 1474

10000458 県外 （株）電業社機械製作所 ﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼｬｷｶｲｾｲｻｸｼｮ 東京都大田区大森北１－５－１ 村林 秀晃 （株）電業社機械製作所 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区髙鼻町１－４７－１ 大倉 茂樹 機械器具設置工事 特定 1446 0 1446

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 機械器具設置工事 特定 1443 0 1443

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 機械器具設置工事 特定 1426 0 1426

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 機械器具設置工事 特定 1380 0 1380

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 機械器具設置工事 特定 1315 0 1315

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 機械器具設置工事 特定 1314 0 1314

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 機械器具設置工事 特定 1298 0 1298

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 機械器具設置工事 特定 1290 0 1290

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 機械器具設置工事 特定 1280 0 1280

10000200 県外 極東開発工業（株） ｷｮｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 布原 達也 機械器具設置工事 特定 1233 0 1233

10000903 県外 （株）ミゾタ ﾐｿﾞﾀ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１ 井田 建 （株）ミゾタ さいたま営業所 埼玉県さいたま市大宮区宮町３－１－６－７０２ 前窪 清史 機械器具設置工事 特定 1224 0 1224

9 / 16 ページ



令和３・４年度 入札参加資格者名簿 （その他工事 名簿登載業者一覧）

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級
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

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 機械器具設置工事 特定 1221 0 1221

10000758 県外 シンフォニアテクノロジー（株） ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 東京都港区芝大門１－１－３０ 斉藤 文則 シンフォニアテクノロジー（株） 社会インフラシステム営業部東京都港区芝大門１－１－３０ 林 和孝 機械器具設置工事 特定 1219 0 1219

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 機械器具設置工事 特定 1216 0 1216

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 機械器具設置工事 一般 1209 0 1209

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 機械器具設置工事 特定 1207 0 1207

10001457 県外 横河ソリューションサービス（株） ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 八橋 弘昌 横河ソリューションサービス（株） 環境システム本部東京都武蔵野市中町２－９－３２ 北村 剛 機械器具設置工事 特定 1174 0 1174

10001543 県外 森松工業（株） ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 岐阜県本巣市見延１４３０－８ 松久 晃基 機械器具設置工事 特定 1173 0 1173

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 機械器具設置工事 特定 1166 0 1166

10000798 県外 水道機工（株） ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 古川 徹 水道機工（株） 東京支店 東京都世田谷区桜丘５－４８－１６ 松本 拓也 機械器具設置工事 特定 1162 0 1162

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 機械器具設置工事 特定 1155 0 1155

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 機械器具設置工事 特定 1138 0 1138

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 機械器具設置工事 特定 1135 0 1135

10000476 県外 理水化学（株） ﾘｽｲｶｶﾞｸ 大阪府大阪市北区南森町１－４－１０ 岩﨑 文雄 理水化学（株） 東京支店 東京都中央区新川１－２２－４ 福森 道明 機械器具設置工事 特定 1133 0 1133

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 機械器具設置工事 特定 1129 0 1129

10001472 県外 協和機電工業（株） ｷｮｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 長崎県長崎市川口町１０－２ 坂井 崇俊 協和機電工業（株） 東京支店 東京都台東区台東２－２０－１３ 古茂田ビル２階坂井 康俊 機械器具設置工事 特定 1108 0 1108

10001684 県外 大栄環境（株） ﾀﾞｲｴｲｶﾝｷｮｳ 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４ 金子 文雄 機械器具設置工事 特定 1099 0 1099

10001480 県外 三菱電機プラントエンジニアリング（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱ 東京都台東区東上野５－２４－８ 畑辺 健 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 社会システム営業第一部東京都台東区東上野５－２４－８ 熊谷 浩一 機械器具設置工事 一般 1088 0 1088

10001455 県外 大同機工（株） ﾀﾞｲﾄﾞｳｷｺｳ 埼玉県戸田市新曽３３６ 德永 光昭 機械器具設置工事 特定 1035 0 1035

10001036 県外 英和（株） ｴｲﾜ 東京都品川区西五反田１－３１－１ 阿部 健治 機械器具設置工事 一般 1034 0 1034

10000646 県外 中央エレベーター工業（株） ﾁｭｳｵｳｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 東京都台東区上野３－４－９ 福田 賢司 機械器具設置工事 特定 1030 0 1030

10000517 県外 シンフォニアエンジニアリング（株） ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三重県伊勢市竹ケ鼻町９９－９６ 吉田 道生 シンフォニアエンジニアリング（株） 千葉営業所千葉県船橋市豊富町６３１－１２ 植田 隆二 機械器具設置工事 一般 1028 0 1028

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 機械器具設置工事 特定 1028 0 1028

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 機械器具設置工事 特定 1026 0 1026

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 機械器具設置工事 特定 1020 0 1020

10001041 県外 愛知時計電機（株） ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 星加 俊之 愛知時計電機（株） 大宮営業所 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斎藤ビル岡田 博之 機械器具設置工事 一般 1015 0 1015

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 機械器具設置工事 特定 991 0 991

10001310 県外 （株）ウォーターテック ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 東京都港区芝浦３－１６－１ 早坂 克浩 （株）ウォーターテック 東日本支店 東京都港区芝浦３－１６－１ 大隅 昌平 機械器具設置工事 特定 979 0 979

10001528 県外 （株）テスコ ﾃｽｺ 東京都千代田区西神田１－４－５ 高橋 久治 機械器具設置工事 特定 968 0 968

10001540 県外 （株）サンケン・エンジニアリング ｻﾝｹﾝ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 筒 芳成 （株）サンケン・エンジニアリング 東京本店 東京都中央区日本橋本町４－１３－１０ 島村 亮 機械器具設置工事 特定 967 0 967

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 機械器具設置工事 一般 957 0 957

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 機械器具設置工事 特定 945 0 945

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 機械器具設置工事 一般 927 0 927

10001498 県外 三精工事サービス（株） ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 大阪府大阪市北区池田町１－４３ 三精ビル 畑中 祐介 三精工事サービス（株）東京支店 東京都荒川区東日暮里２－３－１１ 機械器具設置工事 特定 922 0 922

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 機械器具設置工事 一般 914 0 914

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 機械器具設置工事 一般 907 0 907

10001723 県外 三辰精工（株） ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 東京都江戸川区船堀４－１２－１０ 高瀬 清久 機械器具設置工事 特定 906 0 906
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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 機械器具設置工事 一般 900 0 900

10001692 県外 ジャパンエレベーターパーツ （株） ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾊﾟｰﾂ 埼玉県和光市新倉５－６－５０ 那須 公輔 機械器具設置工事 一般 891 0 891

10000543 県外 （株）ハタノシステム ﾊﾀﾉｼｽﾃﾑ 東京都目黒区下目黒２－２３－１８ 波多野 裕一 機械器具設置工事 一般 880 0 880

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 機械器具設置工事 特定 873 0 873

10001636 県外 三晃工業（株） ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 大阪府大阪市大正区鶴町２－１５－２６ 山梶 章 機械器具設置工事 特定 863 0 863

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 機械器具設置工事 一般 855 0 855

10001401 県外 （株）マイクロエレベーター ﾏｲｸﾛｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 東京都足立区綾瀬３－２５－１９ 保田 昌徳 機械器具設置工事 一般 854 0 854

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 機械器具設置工事 一般 849 0 849

10001694 県外 セイコータイムシステム （株） ｾｲｺｰﾀｲﾑｼｽﾃﾑ 東京都江東区福住２－４－３ 萩原 健二 機械器具設置工事 一般 841 0 841

10000920 県外 丸茂電機（株） ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 東京都千代田区神田須田町１－２４ 丸茂 英津子 機械器具設置工事 一般 840 0 840

10001717 県外 富士工業 （株） ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 東京都板橋区若木１－２６－１３ 大沢 創一 機械器具設置工事 特定 836 0 836

10000785 県外 （株）松村電機製作所 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 東京都文京区根津２－１２－１ 松村 秀一 （株）松村電機製作所 東京支店 東京都台東区池之端２－７－１７ 井門池之端ビル塚田 暁 機械器具設置工事 特定 825 0 825

10001680 県外 （株）システムエンジニアリング ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都台東区柳橋１－１３－３ 田口 純 機械器具設置工事 一般 825 0 825

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 機械器具設置工事 特定 818 0 818

10001213 県外 シンク・エンジニアリング（株） ｼﾝｸ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 岡村 勝也 機械器具設置工事 一般 817 0 817

10000847 県外 （株）ウィズウェイストジャパン ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１ 山田 耕 機械器具設置工事 特定 812 0 812

10001752 県外 （株）日本管財環境サービス ﾆﾎﾝｶﾝｻﾞｲｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ 兵庫県西宮市池田町９－７ 降矢 直樹 （株）日本管財環境サービス 東京支店 東京都千代田区神田東松下町２７ 海老原 晃治 機械器具設置工事 特定 810 0 810

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 機械器具設置工事 一般 807 0 807

10001697 県外 （株） 関東エレベーターシステム ｶﾝﾄｳｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｽﾃﾑ 群馬県邑楽郡邑楽町鶉７５２－４ 高橋 健二 機械器具設置工事 一般 797 0 797

10001741 県外 高砂炉材工業 （株） ﾀｶｻｺﾞﾛｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳ 東京都中央区日本橋本町３－２－１３ 高橋 一彰 機械器具設置工事 特定 794 0 794

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 機械器具設置工事 一般 792 0 792

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 機械器具設置工事 一般 763 0 763

10001617 県外 白川舞台機構（株） ｼﾗｶﾜﾌﾞﾀｲｷｺｳ 埼玉県さいたま市桜区大字道場７０９－１ 白川 裕司 機械器具設置工事 一般 735 0 735

10001701 県外 環境システム（株） ｶﾝｷｮｳｼｽﾃﾑ 群馬県前橋市荻窪町７８５－６ 吉澤 力 機械器具設置工事 一般 691 0 691

10001704 県外 （有）進和 ｼﾝﾜ 埼玉県所沢市下富１２８８－１ 坪田 泉 機械器具設置工事 一般 683 0 683

10001683 県外 朝日テック（株） ｱｻﾋﾃｯｸ 茨城県取手市新町１－６－３３ 中西 克己 機械器具設置工事 一般 682 0 682

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 機械器具設置工事 一般 667 0 667

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 機械器具設置工事 特定 658 0 658

10001690 県外 （株） アポワテック ｱﾎﾟﾜﾃｯｸ 埼玉県八潮市八潮５－８－１３ 関 隆弘 機械器具設置工事 一般 616 0 616

10001745 県外 （株）栄進 ｴｲｼﾝ 東京都墨田区横川４－１１－６ 今 知也 機械器具設置工事 一般 498 0 498

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 電気通信工事 一般 665 0 665

10000816 管内 （株）ミライト ﾐﾗｲﾄ 東京都江東区豊洲５－６－３６ 中山 俊樹 （株）ミライト 栃木支店 栃木県栃木市岩舟町静和４８７－１ 伝農 亨 電気通信工事 特定 1831 0 1831

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 電気通信工事 特定 1122 0 1122

10000840 管内 虎屋電機（株） ﾄﾗﾔﾃﾞﾝｷ 栃木県小山市乙女２－２６－８ 野寺 武 電気通信工事 一般 791 0 791

10000931 管内 通信放送設備（株） ﾂｳｼﾝﾎｳｿｳｾﾂﾋﾞ 栃木県小山市八幡町１－６－６ 中村 隆之 電気通信工事 一般 761 0 761

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 電気通信工事 一般 727 0 727

11 / 16 ページ



令和３・４年度 入札参加資格者名簿 （その他工事 名簿登載業者一覧）

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級
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

10000456 管内 （株）荒川電気工業 ｱﾗｶﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市中久喜１７３３－１ 荒川 政昭 電気通信工事 一般 699 0 699

10001665 管内 ケーブルテレビ（株） ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ 栃木県栃木市樋ノ口町４３－５ 髙田 光浩 電気通信工事 一般 667 0 667

10001410 管内 （株）荒井電設 ｱﾗｲﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県栃木市藤岡町都賀８８３ 小野 高浩 電気通信工事 一般 603 0 603

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 電気通信工事 特定 1848 0 1848

10000650 県内 （株）きんでん ｷﾝﾃﾞﾝ 大阪府大阪市北区本庄東２－３－４１ 上坂 隆勇 （株）きんでん 北関東支社 埼玉県さいたま市大宮区土手町１－４９－８ 大道 宏満 電気通信工事 特定 1799 0 1799

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 電気通信工事 特定 1717 0 1717

10000556 県内 日本電気（株） ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 東京都港区芝５－７－１ 森田 隆之 日本電気（株） 宇都宮支店 栃木県宇都宮市大通り１－４－２４ 内川 直人 電気通信工事 特定 1702 0 1702

10000907 県内 東日本電信電話（株） ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 井上 福造 東日本電信電話（株） 埼玉事業部 栃木支店 栃木県宇都宮市東宿郷４－３－２７ 小林 博文 電気通信工事 特定 1631 0 1631

10001228 県内 （株）エクシオテック ｴｸｼｵﾃｯｸ 東京都大田区平和島４－１－２３ 大坪 康郎 （株）エクシオテック 北関東事業所 群馬県前橋市元総社町１－１－４ 須田 政史 電気通信工事 特定 1517 0 1517

10000877 県内 富士通Ｊａｐａｎ（株） ﾌｼﾞﾂｳｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都港区東新橋１－５－２ 砂田 敬之 富士通Ｊａｐａｎ（株） 栃木支社 栃木県宇都宮市東宿郷４－２－２４ 下田 篤 電気通信工事 特定 1385 0 1385

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 電気通信工事 特定 1274 0 1274

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 電気通信工事 特定 1173 0 1173

10001609 県内 通信設備（株） ﾂｳｼﾝｾﾂﾋﾞ 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町１－３－２ 工藤 樹 通信設備（株）栃木営業所 栃木県宇都宮市西川田町１０７９－９ 平川 倫之 電気通信工事 特定 1073 0 1073

10001512 県内 東邦建（株） ﾄｳﾎｳｹﾝ 栃木県佐野市越名町２０４１－７ 竹内 隆司 電気通信工事 特定 1034 0 1034

10000654 県内 宇都宮電子（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾃﾞﾝｼ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 上吉原 均 電気通信工事 特定 1023 0 1023

10000653 県内 東京通信（株） ﾄｳｷｮｳﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市平出工業団地４３－１２９ 釜井 利彦 電気通信工事 特定 937 0 937

10000845 県内 テクノ産業（株） ﾃｸﾉｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市中里町１６７－１ 塩井 賢一 電気通信工事 特定 931 0 931

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 電気通信工事 特定 911 0 911

10001109 県内 利根電気工事（株） ﾄﾈﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 群馬県前橋市亀里町２００３－１ 熊木 亮介 電気通信工事 一般 906 0 906

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 電気通信工事 一般 895 0 895

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 電気通信工事 一般 893 0 893

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 電気通信工事 一般 847 0 847

10000731 県内 栃木県電気工事（株） ﾄﾁｷﾞｹﾝﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 栃木県宇都宮市中戸祭町８２１－１４ 瀬野尾 清 電気通信工事 一般 833 0 833

10000750 県内 Ｍテクノ（株） ｴﾑﾃｸﾉ 栃木県宇都宮市西刑部町２４７６－５ 松永 智行 電気通信工事 一般 819 0 819

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 電気通信工事 一般 802 0 802

10001603 県内 北関東綜合警備保障（株） ｷﾀｶﾝﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 栃木県宇都宮市不動前１－３－１４ 青木 靖典 電気通信工事 一般 791 0 791

10000712 県内 トランセンス（株） ﾄﾗﾝｾﾝｽ 栃木県宇都宮市岩曽町３１－２ 安齋 幸 電気通信工事 特定 784 0 784

10000641 県内 宇都宮電設工業（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市双葉１－１１－５ 野沢 太陽 電気通信工事 一般 762 0 762

10001544 県内 中央電機通信（株） ﾁｭｳｵｳﾃﾞﾝｷﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市中戸祭１－９－１２ 設楽 厚夫 電気通信工事 一般 758 0 758

10000733 県内 （株）相互電設 ｿｳｺﾞﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市下栗町１８５１ 平塚 美紀 電気通信工事 一般 755 0 755

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 電気通信工事 一般 744 0 744

10000699 県内 （株）メディア・システム ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 栃木県宇都宮市西川田６－６－５ 野添 將嗣 電気通信工事 一般 726 0 726

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 電気通信工事 一般 701 0 701

10000848 県内 （株）美工電気 ﾋﾞｺｳﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市台新田１－１４－４ 冨塚 典孝 電気通信工事 一般 692 0 692

10001442 県内 （株）ビットウェイ ﾋﾞｯﾄｳｪｲ 栃木県真岡市長田１－１２－１１ 平石 雅人 電気通信工事 一般 664 0 664

10000934 県内 ササキ防災（株） ｻｻｷﾎﾞｳｻｲ 栃木県足利市福富町１０８２－１ 佐々木 康治 電気通信工事 一般 663 0 663
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10001702 県内 光陽通信（株） ｺｳﾖｳﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市宝木町２－８８０ 飯村 愼一 電気通信工事 一般 635 0 635

10001219 県内 （株）トチオン ﾄﾁｵﾝ 栃木県宇都宮市鶴田町１２４０－４ 今泉 忠男 電気通信工事 一般 633 0 633

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 電気通信工事 一般 622 0 622

10001737 県内 （株）高原計機 ﾀｶﾊﾗｹｲｷ 栃木県矢板市片岡１９９１－１７ 亀山 崇 電気通信工事 一般 590 0 590

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 電気通信工事 特定 1856 0 1856

10000545 県外 ＮＥＣネッツエスアイ（株） ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ 東京都文京区後楽２－６－１ 牛島 祐之 ＮＥＣネッツエスアイ（株） 関東支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 大茂 博和 電気通信工事 特定 1738 0 1738

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 電気通信工事 特定 1725 0 1725

10000608 県外 三菱電機（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ 東京都千代田区丸の内２－７－３ 漆間 啓 三菱電機（株） 関越支社 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 高野 則弘 電気通信工事 特定 1642 0 1642

10001060 県外 サンワコムシスエンジニアリング（株） ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都杉並区高円寺南２－１２－３ 坂本 繁実 電気通信工事 特定 1612 0 1612

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 電気通信工事 特定 1593 0 1593

10001496 県外 東芝インフラシステムズ（株） ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 神奈川県川崎市幸区堀川町７２‐３４ 今野 貴之 東芝インフラシステムズ（株） 北関東支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１ 齋藤 秀二 電気通信工事 特定 1576 0 1576

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 電気通信工事 一般 1495 0 1495

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 電気通信工事 特定 1469 0 1469

10001001 県外 日本無線（株） ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 東京都中野区中野４－１０－１ 小洗 健 日本無線（株） 関東支社 東京都三鷹市牟礼６－２１－１１ 鈴木 工 電気通信工事 特定 1462 0 1462

10001720 県外 ＯＫＩクロステック（株） ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ 東京都中央区晴海１－８－１１ 竹内 敏尚 ＯＫＩクロステック（株） 第二支社 埼玉県さいたま市中央区上峰３－１０－５ 佐藤 真央 電気通信工事 特定 1445 0 1445

10000494 県外 （株）日立国際電気 ﾋﾀﾁｺｸｻｲﾃﾞﾝｷ 東京都港区西新橋２－１５－１２ 佐久間 嘉一郎 （株）日立国際電気 公共ソリューション営業部 東京都港区西新橋２－１５－１２ 古賀 洋一 電気通信工事 特定 1426 0 1426

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 電気通信工事 特定 1424 0 1424

10000983 県外 メタウォーター（株） ﾒﾀｳｫｰﾀｰ 東京都千代田区神田須田町１－２５ 山口 賢二 メタウォーター（株） 首都圏北部営業部 東京都千代田区神田須田町１－２５ 丸田 賢一郎 電気通信工事 特定 1413 0 1413

10001551 県外 東邦電気工業（株） ﾄｳﾎｳﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都渋谷区恵比寿１－１９－２３ 伊東 周二 電気通信工事 特定 1407 0 1407

10000443 県外 電気興業（株） ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松澤 幹夫 電気興業（株） 中央統括部 東京都千代田区丸の内３－３－１ 松永 希 電気通信工事 特定 1403 0 1403

10000662 県外 沖電気工業（株） ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 鎌上 信也 沖電気工業（株）首都圏営業本部 東京都港区虎ノ門１－７－１２ 池西 利勝 電気通信工事 特定 1397 0 1397

10000807 県外 （株）富士通ゼネラル ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ 神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 斎藤 悦郎 （株）富士通ゼネラル 情報通信ネットワーク営業部神奈川県川崎市高津区末長３－３－１７ 新田 洋司 電気通信工事 特定 1390 0 1390

10001010 県外 （株）明電舎 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ 東京都品川区大崎２－１－１ 三井田 健 （株）明電舎 北関東支店 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２１－１４ 藤野 裕一郎 電気通信工事 特定 1374 0 1374

10001457 県外 横河ソリューションサービス（株） ﾖｺｶﾞﾜｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ 東京都武蔵野市中町２－９－３２ 八橋 弘昌 横河ソリューションサービス（株） 環境システム本部東京都武蔵野市中町２－９－３２ 北村 剛 電気通信工事 特定 1366 0 1366

10001474 県外 新生テクノス（株） ｼﾝｾｲﾃｸﾉｽ 東京都港区芝５－２９－１１ 長田 豊 新生テクノス（株） 東京支店 東京都港区東新橋１－７－４ 龍尾 勇二 電気通信工事 特定 1318 0 1318

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 電気通信工事 特定 1300 0 1300

10001623 県外 扶桑電通（株） ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 東京都中央区築地５－４－１８ 有冨 英治 電気通信工事 特定 1297 0 1297

10000480 県外 東芝プラントシステム（株） ﾄｳｼﾊﾞﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３６－５ 原園 浩一 東芝プラントシステム（株） 北関東営業出張所 埼玉県さいたま市大宮区宮町１－１１４－１ 中村 義弘 電気通信工事 特定 1287 0 1287

10001480 県外 三菱電機プラントエンジニアリング（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱ 東京都台東区東上野５－２４－８ 畑辺 健 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 社会システム営業第一部東京都台東区東上野５－２４－８ 熊谷 浩一 電気通信工事 特定 1261 0 1261

10001041 県外 愛知時計電機（株） ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０ 星加 俊之 愛知時計電機（株） 大宮営業所 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－１０１ 斎藤ビル岡田 博之 電気通信工事 一般 1205 0 1205

10000758 県外 シンフォニアテクノロジー（株） ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 東京都港区芝大門１－１－３０ 斉藤 文則 シンフォニアテクノロジー（株） 社会インフラシステム営業部東京都港区芝大門１－１－３０ 林 和孝 電気通信工事 特定 1189 0 1189

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 電気通信工事 特定 1187 0 1187

10001233 県外 （株）安川電機 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝｷ 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１ 小笠原 浩 （株）安川電機 東京支社 東京都港区海岸１－１６－１ 高田 浩志 電気通信工事 特定 1178 0 1178

10000672 県外 ヤマハサウンドシステム（株） ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 東京都中央区日本橋箱崎町４１－１２ 武田 信次郎 電気通信工事 特定 1139 0 1139

10001657 県外 東芝通信インフラシステムズ（株） ﾄｳｼﾊﾞﾂｳｼﾝｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東京都府中市東芝町１ 棟方 公輝 電気通信工事 特定 1137 0 1137

10001235 県外 日興通信（株） ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 東京都世田谷区桜丘１－２－２２ 鈴木 範夫 電気通信工事 特定 1114 0 1114
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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 電気通信工事 特定 1109 0 1109

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 電気通信工事 特定 1100 0 1100

10001514 県外 田中電気（株） ﾀﾅｶﾃﾞﾝｷ 東京都千代田区外神田１－１５－１３ 田中 良一 電気通信工事 特定 1068 0 1068

10001660 県外 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス ｴｲﾁﾜｲｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋ 東京都小平市御幸町３２番地 飯田 一郎 （株）ＨＹＳエンジニアリングサービス サービス事業部 サービス本部東京都小平市御幸町３２番地 森 謙一 電気通信工事 特定 1067 0 1067

10001215 県外 ニッタン（株） ﾆｯﾀﾝ 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 沖 昌徳 ニッタン（株） 北関東支社 埼玉県さいたま市南区別所３－１－５ 佐藤 謙成 電気通信工事 一般 1055 0 1055

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 電気通信工事 特定 1032 0 1032

10001711 県外 （株） 丸電 ﾏﾙﾃﾞﾝ 埼玉県さいたま市西区三橋５－１８３４－１ 丸山 正 電気通信工事 特定 1000 0 1000

10001213 県外 シンク・エンジニアリング（株） ｼﾝｸ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都目黒区自由が丘３－１６－１５ 岡村 勝也 電気通信工事 特定 993 0 993

10001712 県外 エイチ・シー・ネットワークス （株） ｴｲﾁ･ｼｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ 東京都台東区浅草橋１－２２－１６ 大江 愼一 電気通信工事 特定 985 0 985

10001680 県外 （株）システムエンジニアリング ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東京都台東区柳橋１－１３－３ 田口 純 電気通信工事 特定 980 0 980

10001694 県外 セイコータイムシステム （株） ｾｲｺｰﾀｲﾑｼｽﾃﾑ 東京都江東区福住２－４－３ 萩原 健二 電気通信工事 特定 967 0 967

10001724 県外 （株）アセント ｱｾﾝﾄ 東京都港区芝浦４－１６－２３ 木越 健二 電気通信工事 特定 962 0 962

10001670 県外 （株）ＮＴＴデータ・アイ ｴﾇﾃｨﾃｨﾃﾞｰﾀｱｲ 東京都新宿区揚場町１－１８ 青木 弘之 電気通信工事 特定 952 0 952

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 電気通信工事 一般 919 0 919

10001497 県外 日本テクニカル・サービス株式会社 ﾆﾎﾝﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 東京都世田谷区池尻３－１０－３ 米谷 恭児 電気通信工事 特定 887 0 887

10001713 県外 東京システム特機（株） ﾄｳｷｮｳｼｽﾃﾑﾄｯｷ 東京都千代田区飯田橋４－５－１１ 吉田 光男 電気通信工事 一般 869 0 869

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 電気通信工事 特定 827 0 827

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 電気通信工事 一般 821 0 821

10001754 県外 ＮＥＣソリューションイノベータ（株） ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７ 杉山 清 ＮＥＣソリューションイノベータ（株）営業統括本部東京都江東区新木場１－１８－７ 神田 健治郎 電気通信工事 一般 789 0 789

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 電気通信工事 一般 773 0 773

10001707 県外 西菱電気フィールディング（株） ｾｲﾘｮｳﾃﾞﾝｷﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 神奈川県横浜市西区南幸２－２０－５ 新井 健男 電気通信工事 一般 772 0 772

10001540 県外 （株）サンケン・エンジニアリング ｻﾝｹﾝ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 福岡県福岡市南区大楠２－１３－７ 筒 芳成 （株）サンケン・エンジニアリング 東京本店 東京都中央区日本橋本町４－１３－１０ 島村 亮 電気通信工事 一般 713 0 713

10000933 県外 （株）ＮＴＴ東日本‐関信越 ｴﾇﾃｨﾃｨﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ-ｶﾝｼﾝｴﾂ 埼玉県さいたま市浦和区常盤５‐８‐１７ 石川 達 電気通信工事 特定 683 0 683

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 電気通信工事 一般 656 0 656

10001746 県外 （株） 入江電機工業所 ｲﾘｴﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 茨城県水戸市大工町２－３－２３ 入江 元 電気通信工事 一般 617 0 617

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 さく井工事 一般 581 0 581

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 さく井工事 一般 727 0 727

10000551 管内 （株）トチナン ﾄﾁﾅﾝ 栃木県小山市乙女１３３９ 猪瀬 修 さく井工事 一般 844 0 844

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 さく井工事 一般 833 0 833

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 さく井工事 一般 738 0 738

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 さく井工事 一般 672 0 672

10001526 管内 藤本サクセン ﾌｼﾞﾓﾄｻｸｾﾝ 栃木県栃木市大光寺町６８９ 藤本 昭一 さく井工事 一般 599 0 599

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 さく井工事 特定 1045 0 1045

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 さく井工事 一般 841 0 841

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 さく井工事 一般 750 0 750

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 さく井工事 一般 721 0 721
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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 さく井工事 一般 714 0 714

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 さく井工事 一般 700 0 700

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 さく井工事 一般 687 0 687

10001111 県内 パスキン工業（株） ﾊﾟｽｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市野沢町６４０－４ 佐藤 靖 さく井工事 一般 679 0 679

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 さく井工事 特定 1088 0 1088

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 さく井工事 特定 1073 0 1073

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 さく井工事 特定 1007 0 1007

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 さく井工事 特定 945 0 945

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 さく井工事 特定 819 0 819

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 さく井工事 一般 793 0 793

10001610 県内 三和シヤッター工業（株） ｻﾝﾜｼﾔｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 東京都板橋区新河岸２－３－５ 髙山 盟司 三和シヤッター工業（株） 栃木メンテサービスセンター栃木県宇都宮市平出工業団地２０－２ 今井 淳雄 建具工事 一般 1857 0 1857

10000909 県内 文化シヤッターサービス（株） ﾌﾞﾝｶｼｬｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ 東京都豊島区西巣鴨４－１４－５ 中島 省吾 文化シヤッターサービス（株） 関越サービス支店栃木県宇都宮市下栗町２９５１－８ 菰田 俊幸 建具工事 一般 1389 0 1389

10001116 県内 ナブコシステム（株） ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ 東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビルディング３２階内田 正則 ナブコシステム（株） 宇都宮支店 栃木県宇都宮市今泉町３１８－１ 守屋 哲郎 建具工事 一般 1292 0 1292

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 消防施設工事 一般 678 0 678

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 消防施設工事 一般 578 0 578

10000745 管内 カントー防災設備（株） ｶﾝﾄｰﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 栃木県小山市宮本町２－１－４３ 田村 友則 消防施設工事 一般 775 0 775

10000840 管内 虎屋電機（株） ﾄﾗﾔﾃﾞﾝｷ 栃木県小山市乙女２－２６－８ 野寺 武 消防施設工事 一般 740 0 740

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 消防施設工事 一般 704 0 704

10001014 管内 （有）島田防災設備 ｼﾏﾀﾞﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ 栃木県栃木市国府町１６８－７ 島田 吉益 消防施設工事 一般 674 0 674

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 消防施設工事 一般 1338 0 1338

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 消防施設工事 一般 1155 0 1155

10001706 県内 関東ホーチキ（株） ｶﾝﾄｳﾎｰﾁｷ 群馬県高崎市東町１７２－１６ 久保塚 洋一 関東ホーチキ（株） 北関東支社 栃木県宇都宮市岩曽町１３９４－１ 青山 隆 消防施設工事 一般 991 0 991

10001311 県内 佐藤商事（株） ｻﾄｳｼｮｳｼﾞ 栃木県宇都宮市西３－４－１０ 今井 裕 消防施設工事 一般 892 0 892

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 消防施設工事 一般 883 0 883

10000638 県内 （同）栃木県消防設備保守協会 ﾄﾁｷﾞｹﾝｼｮｳﾎﾞｳｾﾂﾋﾞﾎｼｭｷ 栃木県宇都宮市花園町６－７ 笹岡 章 消防施設工事 一般 852 0 852

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 消防施設工事 一般 842 0 842

10000934 県内 ササキ防災（株） ｻｻｷﾎﾞｳｻｲ 栃木県足利市福富町１０８２－１ 佐々木 康治 消防施設工事 一般 841 0 841

10000653 県内 東京通信（株） ﾄｳｷｮｳﾂｳｼﾝ 栃木県宇都宮市平出工業団地４３－１２９ 釜井 利彦 消防施設工事 一般 833 0 833

10001603 県内 北関東綜合警備保障（株） ｷﾀｶﾝﾄｳｿｳｺﾞｳｹｲﾋﾞﾎｼｮｳ 栃木県宇都宮市不動前１－３－１４ 青木 靖典 消防施設工事 一般 820 0 820

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 消防施設工事 一般 803 0 803

10001306 県内 栃木防災（株） ﾄﾁｷﾞﾎﾞｳｻｲ 栃木県宇都宮市上戸祭町６０－１ 阿波 保雄 消防施設工事 一般 790 0 790

10001064 県内 谷村電機（株） ﾀﾆﾑﾗﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市横田新町８－１３ 佐川 正剛 消防施設工事 一般 746 0 746

10000750 県内 Ｍテクノ（株） ｴﾑﾃｸﾉ 栃木県宇都宮市西刑部町２４７６－５ 松永 智行 消防施設工事 一般 745 0 745

10000654 県内 宇都宮電子（株） ｳﾂﾉﾐﾔﾃﾞﾝｼ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町４４－１６ 上吉原 均 消防施設工事 特定 740 0 740

10000733 県内 （株）相互電設 ｿｳｺﾞﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市下栗町１８５１ 平塚 美紀 消防施設工事 一般 719 0 719

10001201 県内 （株）ベル電気設備センター ﾍﾞﾙﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞｾﾝﾀｰ 栃木県宇都宮市一の沢１－７－２４ 鈴木 寛 消防施設工事 特定 703 0 703
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10001019 県内 （株）関電気 ｾｷﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市東浦町５－１６ 関  享一 消防施設工事 一般 691 0 691

10000699 県内 （株）メディア・システム ﾒﾃﾞｨｱｼｽﾃﾑ 栃木県宇都宮市西川田６－６－５ 野添 將嗣 消防施設工事 一般 685 0 685

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 消防施設工事 一般 681 0 681

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 消防施設工事 一般 639 0 639

10001219 県内 （株）トチオン ﾄﾁｵﾝ 栃木県宇都宮市鶴田町１２４０－４ 今泉 忠男 消防施設工事 一般 579 0 579

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 消防施設工事 一般 522 0 522

10001215 県外 ニッタン（株） ﾆｯﾀﾝ 東京都渋谷区笹塚１－５４－５ 沖 昌徳 ニッタン（株） 北関東支社 埼玉県さいたま市南区別所３－１－５ 佐藤 謙成 消防施設工事 特定 1506 0 1506

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 消防施設工事 一般 1451 0 1451

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 消防施設工事 一般 1216 0 1216

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 消防施設工事 一般 1152 0 1152

10001474 県外 新生テクノス（株） ｼﾝｾｲﾃｸﾉｽ 東京都港区芝５－２９－１１ 長田 豊 新生テクノス（株） 東京支店 東京都港区東新橋１－７－４ 龍尾 勇二 消防施設工事 一般 1109 0 1109

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 消防施設工事 一般 1020 0 1020

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 消防施設工事 一般 828 0 828

10001612 県外 （株）大三洋行 ﾀﾞｲｻﾝﾖｳｺｳ 東京都港区港南２－５ー１１ 白地 英昭 消防施設工事 一般 791 0 791

10001746 県外 （株） 入江電機工業所 ｲﾘｴﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ 茨城県水戸市大工町２－３－２３ 入江 元 消防施設工事 一般 656 0 656

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 清掃施設工事 特定 951 0 951

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 清掃施設工事 一般 752 0 752

10001737 県内 （株）高原計機 ﾀｶﾊﾗｹｲｷ 栃木県矢板市片岡１９９１－１７ 亀山 崇 清掃施設工事 一般 633 0 633

10001550 県外 ＪＦＥエンジニアリング（株） ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神奈川県横浜市鶴見区末広町２－１ 大下 元 清掃施設工事 特定 1770 0 1770

10000844 県外 日立造船（株） ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ 三野 禎男 日立造船（株） 東京本社 東京都品川区南大井６－２６－３ 小木 均 清掃施設工事 特定 1736 0 1736

10000983 県外 メタウォーター（株） ﾒﾀｳｫｰﾀｰ 東京都千代田区神田須田町１－２５ 山口 賢二 メタウォーター（株） 首都圏北部営業部 東京都千代田区神田須田町１－２５ 丸田 賢一郎 清掃施設工事 特定 1389 0 1389

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 清掃施設工事 特定 1298 0 1298

10000200 県外 極東開発工業（株） ｷｮｸﾄｳｶｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ 兵庫県西宮市甲子園口６－１－４５ 布原 達也 清掃施設工事 特定 1264 0 1264

10001684 県外 大栄環境（株） ﾀﾞｲｴｲｶﾝｷｮｳ 兵庫県神戸市東灘区向洋町東２－２－４ 金子 文雄 清掃施設工事 特定 1119 0 1119

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 清掃施設工事 特定 1108 0 1108

10001528 県外 （株）テスコ ﾃｽｺ 東京都千代田区西神田１－４－５ 高橋 久治 清掃施設工事 特定 1030 0 1030

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 清掃施設工事 特定 1018 0 1018

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 清掃施設工事 一般 797 0 797

10001723 県外 三辰精工（株） ｻﾝｼﾝｾｲｺｳ 東京都江戸川区船堀４－１２－１０ 高瀬 清久 清掃施設工事 特定 797 0 797

10000847 県外 （株）ウィズウェイストジャパン ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２２４－１ 山田 耕 清掃施設工事 特定 687 0 687
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