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区分

経審 主観 合計 等級

1 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 電気工事 特定 849 55 904

2 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 電気工事 特定 880 15 895

3 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 電気工事 一般 782 0 782

4 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 電気工事 一般 740 5 745

5 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 電気工事 一般 693 0 693

6 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 電気工事 一般 689 0 689

7 10000028 市内 ワタナベ電器 ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷ 栃木県下野市駅東４－６－２６ 渡邉 吉一 電気工事 一般 650 0 650

8 10000103 市内 （有）荒川電設 ｱﾗｶﾜﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県下野市下大領３７２－３ 荒川 修 電気工事 一般 640 0 640

9 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 電気工事 一般 617 -5 612

10 10000062 市内 （株）柴電 ｼﾊﾞﾃﾞﾝ 栃木県下野市柴１４３２－３３ 大橋 秀康 電気工事 一般 610 0 610

11 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 電気工事 一般 510 0 510

12 10001448 管内 （株）東光高岳 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 東京都江東区豊洲５－６－３６ 一ノ瀬 貴士 （株）東光高岳 北関東営業所 栃木県小山市中久喜１４４０ 磯 一彦 電気工事 特定 1488 0 1488

13 10000498 管内 三英電業（株） ｻﾝｴｲﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 東京都品川区大崎１－１９－２０ 大場 雄介 三英電業（株） 北関東支店栃木営業所 栃木県小山市間々田７９１－１７ 西村 雅弘 電気工事 特定 1444 0 1444

14 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 関口 忠 電気工事 特定 1328 0 1328

15 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 電気工事 特定 1298 0 1298

16 10001004 管内 明協電機（株） ﾒｲｷｮｳﾃﾞﾝｷ 東京都港区芝大門２－５－８ 藤山 勝 明協電機（株） 北関東営業所 栃木県小山市城北２－３－１０ 中野 浩 電気工事 特定 1090 0 1090

17 10001416 管内 （有）青電工 ｱｵﾃﾞﾝｺｳ 栃木県小山市寒川１４０６－１ 青木 和広 電気工事 特定 954 0 954

18 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 電気工事 特定 935 0 935

19 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 東京都千代田区大手町２－６－４ 岩間 和義 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 電気工事 特定 902 0 902

20 10001503 管内 森澤電機工業（株） ﾓﾘｻﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市梓町３９－２３ 森澤 久雄 電気工事 特定 900 0 900

21 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 電気工事 特定 897 0 897

22 10001506 管内 ホリエ電設工業（株） ﾎﾘｴﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市今泉町２－１３－２８ 堀江 貴浩 電気工事 特定 893 0 893

23 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 電気工事 特定 882 0 882

24 10000236 管内 幸和工業（株） ｺｳﾜｺｳｷﾞｮｳ 栃木県栃木市平柳町３－４３－１６ 金山 倫征 電気工事 特定 867 0 867

25 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 電気工事 特定 859 0 859

26 10001521 管内 （有）柴電工業 ｼﾊﾞﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市荒井１０－５ 柴山 靖之 電気工事 特定 817 0 817

27 10000846 管内 土屋電機（株） ﾂﾁﾔﾃﾞﾝｷ 栃木県小山市本郷町２－８－２７ 土屋 尚久 電気工事 特定 810 0 810

28 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 電気工事 一般 772 0 772

29 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 電気工事 特定 757 0 757

30 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 電気工事 一般 752 0 752

31 10001733 管内 （株）ＶＯＬＴ ﾎﾞﾙﾄ 栃木県栃木市惣社町１１７８－１３ 小田垣 悟 電気工事 一般 668 0 668

32 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 電気工事 一般 614 0 614

33 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 電気工事 一般 565 0 565

34 10001677 管内 光洋電設（株） ｺｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－２－３４荒川 学 電気工事 一般 551 0 551

35 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 電気工事 特定 1991 0 1991
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36 10000533 県内 日本電設工業（株） ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東京都台東区池之端１－２－２３ 安田 一成 日本電設工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市今泉町５３１－１８ 和田 克也 電気工事 特定 1924 0 1924

37 10001008 県内 （株）ユアテック ﾕｱﾃｯｸ 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１－１ 佐竹 勤 （株）ユアテック 栃木営業所 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢字土堂３９６２－３ 中村 隆雄 電気工事 特定 1872 0 1872

38 10000913 県内 住友電設（株） ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｾﾂ 大阪府大阪市西区阿波座２－１－４ 谷 信 住友電設（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市明保野町５－８ 浅間 陽一 電気工事 特定 1817 0 1817

39 10001037 県内 栗原工業（株） ｸﾘﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ 大阪府大阪市北区南森町１－４－２４ 横井 正温 栗原工業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市越戸町字西谷１４３－４ 倉持 勝博 電気工事 特定 1755 0 1755

40 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 電気工事 特定 1677 0 1677

41 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 高橋 尚則 電気工事 特定 1574 0 1574

42 10000793 県内 三栄電気工業（株） ｻﾝｴｲﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 東京都渋谷区東２－２９－１２ 一瓢 秀次 三栄電気工業（株） 宇都宮営業所 栃木県宇都宮市京町１５－１０ 森泉 健一 電気工事 特定 1454 0 1454

43 10001664 県内 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 電気工事 特定 1425 0 1425

44 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 電気工事 特定 1358 0 1358

45 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 電気工事 特定 1305 0 1305

46 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 渡辺 勝彦 電気工事 特定 1303 0 1303

47 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 藤井産業（株）インフラソリューションズカンパニー 栃木県宇都宮市平出工業団地４１－３ 滝田 敦 電気工事 特定 1259 0 1259

48 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 内山 治 電気工事 一般 1196 0 1196

49 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 電気工事 特定 1163 0 1163

50 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 電気工事 特定 1162 0 1162

51 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 髙橋 章史 電気工事 一般 1156 0 1156

52 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 飯野 秀夫 電気工事 特定 1133 0 1133

53 10001695 県内 常盤電業（株） ﾄｷﾜﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 東京都台東区東上野１－１１－６ 竹野 誠一 常盤電業（株） 栃木営業所 栃木県宇都宮市平松本町３６７－２ 千葉 文仁 電気工事 特定 1116 0 1116

54 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 電気工事 特定 1074 0 1074

55 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 電気工事 特定 1011 0 1011

56 10000529 県内 （株）船見組 ﾌﾅﾐｸﾞﾐ 栃木県宇都宮市大曽５－３－６ 船見 和毅 電気工事 特定 1010 0 1010

57 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 電気工事 特定 1000 0 1000

58 10000991 県内 昭和電機（株） ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ 栃木県佐野市植野町１８５８ 三好 仁 電気工事 特定 998 0 998

59 10000781 県内 関電設工業（株） ｾｷﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市白沢町５６７－３ 関 克之 電気工事 特定 997 0 997

60 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 電気工事 特定 974 0 974

61 10001726 県内 （株） ＨＩＴＥＣ ﾊｲﾃｯｸ 栃木県那須塩原市下厚崎９７－７７ 蓮池 智雄 電気工事 特定 971 0 971

62 10000605 県内 （株）半田工電社 ﾊﾝﾀﾞｺｳﾃﾞﾝｼｬ 栃木県足利市堀込町１７０１ 瀧澤 克也 電気工事 特定 970 0 970

63 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 電気工事 特定 967 0 967

64 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 電気工事 特定 963 0 963

65 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 電気工事 特定 958 0 958

66 10000993 県内 （株）渡辺電設 ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県足利市大前町７６３ 渡辺 好美 電気工事 特定 950 0 950

67 10000714 県内 八汐電気（株） ﾔｼｵﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市御幸ケ原町８１－５ 加藤 基之 電気工事 特定 944 0 944

68 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 電気工事 特定 937 0 937

69 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 電気工事 特定 932 0 932

70 10000681 県内 明洸電設（株） ﾒｲｺｳﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市下戸祭２－７－１５ 糸井 明久 電気工事 特定 907 0 907
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71 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 電気工事 特定 898 0 898

72 10000553 県内 東栄電設（株） ﾄｳｴｲﾃﾞﾝｾﾂ 栃木県宇都宮市陽東５－７－３４ 相馬 克美 電気工事 特定 893 0 893

73 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 電気工事 特定 892 0 892

74 10000560 県内 （株）栃木ケイテクノ ﾄﾁｷﾞｹｲﾃｸﾉ 栃木県宇都宮市竹林町８９５ 大垣 晃一 電気工事 特定 886 0 886

75 10000767 県内 五十二電気工事（株） ｲｿｼﾞﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 栃木県宇都宮市上田町６３－１ 八城 光男 電気工事 特定 886 0 886

76 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 電気工事 特定 882 0 882

77 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 電気工事 特定 880 0 880

78 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 電気工事 一般 874 0 874

79 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 電気工事 特定 871 0 871

80 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 電気工事 特定 871 0 871

81 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 電気工事 特定 859 0 859

82 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 電気工事 一般 856 0 856

83 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 電気工事 一般 855 0 855

84 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 電気工事 特定 854 0 854

85 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 電気工事 特定 853 0 853

86 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 電気工事 特定 849 0 849

87 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 電気工事 特定 841 0 841

88 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 電気工事 一般 834 0 834

89 10000860 県内 興明電気（株） ｺｳﾒｲﾃﾞﾝｷ 栃木県宇都宮市江曽島本町７－１４ 星野 洋三 電気工事 特定 824 0 824

90 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 電気工事 一般 804 0 804

91 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 電気工事 一般 794 0 794

92 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 電気工事 一般 789 0 789

93 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 電気工事 一般 784 0 784

94 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 電気工事 一般 732 0 732

95 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 電気工事 一般 725 0 725

96 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 電気工事 一般 720 0 720

97 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 電気工事 特定 709 0 709

98 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 電気工事 一般 709 0 709

99 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 電気工事 一般 708 0 708

100 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 電気工事 特定 706 0 706

101 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 電気工事 一般 704 0 704

102 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 電気工事 一般 701 0 701

103 10001517 県内 北総産業（株） ｷﾀｿｳｻﾝｷﾞｮｳ 栃木県宇都宮市星が丘１－１－１ 青木 章 電気工事 一般 692 0 692

104 10001219 県内 （株）トチオン ﾄﾁｵﾝ 栃木県宇都宮市鶴田町１２４０－４ 髙瀬 伸弘 電気工事 特定 688 0 688

105 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 電気工事 一般 667 0 667

3



令和３・４年度 入札参加資格者名簿 電気工事 登録者一覧

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級
所在地No. 業者番号 区分 業者名 カナ 代表者 代理店 所在地 代理人

格付

106 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 電気工事 一般 636 0 636

107 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 電気工事 一般 615 0 615

108 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 電気工事 一般 607 0 607

109 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 電気工事 一般 599 0 599

110 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 電気工事 一般 588 0 588

111 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 電気工事 一般 582 0 582

112 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 電気工事 一般 580 0 580

113 10001639 県内 （株）宇都宮舞台サービス ｳﾂﾉﾐﾔﾌﾞﾀｲｻｰﾋﾞｽ 栃木県河内郡上三川町上蒲生７４０－１ 龍福 孝明 電気工事 一般 545 0 545

114 10000650 県外 （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 電気工事 特定 2011 0 2011

115 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 井戸川 誠一 電気工事 特定 1957 0 1957

116 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 電気工事 特定 1947 0 1947

117 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 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４ 小西 崇夫 電気工事 特定 1935 0 1935

118 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 電気工事 特定 1876 0 1876

119 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 電気工事 特定 1861 0 1861

120 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 市川 江司 電気工事 特定 1842 0 1842

121 10001611 県外 東光電気工事（株） ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 東京都千代田区西神田１－４－５ 青木 宏明 東光電気工事（株） 北関東支社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
大宮ＪＰビルディング

渡邉 寛之 電気工事 特定 1825 0 1825

122 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）首都圏営業部 東京都千代田区神田須田町１－２５ 丸田 賢一郎 電気工事 特定 1733 0 1733

123 10000996 県外 エクシオグループ（株） ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京都渋谷区渋谷３－２９－２０ 舩橋 哲也 電気工事 特定 1680 0 1680

124 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 市川 誠
三菱電機プラントエンジニアリング（株） 社
会システム営業第二部

東京都台東区東上野５－２４－８ 中野 聡 電気工事 特定 1637 0 1637

125 10000667 県外 三菱電機ビルソリューションズ（株） ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽ 東京都荒川区荒川７－１９－１ 松本 匡 三菱電機ビルソリューションズ（株） 関越支社 埼玉県さいたま市大宮区仲町１－１１０ 宮路 憲輔 電気工事 特定 1627 0 1627

126 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 電気工事 特定 1621 0 1621

127 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 電気工事 特定 1611 0 1611

128 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 電気工事 特定 1607 0 1607

129 10001243 県外 パナソニックＥＷエンジニアリング（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞ 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１ 藤井 和夫 パナソニックＥＷエンジニアリング（株） 東京本部 東京都港区東新橋１－５－１ 中牟田 研也 電気工事 特定 1547 0 1547

130 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 電気工事 特定 1541 0 1541

131 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 電気工事 特定 1528 0 1528

132 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 電気工事 特定 1516 0 1516

133 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 電気工事 特定 1501 0 1501

134 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 電気工事 特定 1493 0 1493

135 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 平野 新一
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 齋藤 真 電気工事 特定 1492 0 1492

136 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 電気工事 特定 1486 0 1486

137 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 電気工事 特定 1482 0 1482

138 10000569 県外 パナソニックコネクト（株） ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ 東京都中央区銀座８－２１－１ 片倉 達夫
パナソニックコネクト（株）現場ソリューショ
ンカンパニー首都圏部門

東京都中央区銀座８－２１－１ 髙嶋 靖彦 電気工事 特定 1473 0 1473

139 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 電気工事 特定 1442 0 1442

140 10001621 県外 （株）ＧＳユアサ ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１ 村尾 修 （株）ＧＳユアサ 東京支社 東京都港区芝公園１－７－１３ 谷口 隆 電気工事 特定 1408 0 1408
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141 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 電気工事 特定 1406 0 1406

142 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 電気工事 特定 1401 0 1401

143 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 岩本 正行 電気工事 特定 1399 0 1399

144 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 電気工事 特定 1369 0 1369

145 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 椎名 達喜 電気工事 特定 1368 0 1368

146 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 電気工事 特定 1362 0 1362

147 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 電気工事 特定 1361 0 1361

148 10000735 県外 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス ｼﾞｰｴｽﾕｱｻﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京都大田区大森北４－８－１ 東 大道 （株）ジーエス・ユアサフィールディングス 茨城営業所 茨城県水戸市元吉田町７５６ 宮崎 潔 電気工事 特定 1336 0 1336

149 10001054 県外 （株）ＮＨＫテクノロジーズ ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 東京都渋谷区神山町４ー１４ 野口 周一 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 関東甲信越業務部 東京都渋谷区神南１－４－１ 夏目 敬久 電気工事 特定 1321 0 1321

150 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 電気工事 特定 1314 0 1314

151 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 電気工事 特定 1303 0 1303

152 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 小川 雄平 電気工事 特定 1300 0 1300

153 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 電気工事 特定 1297 0 1297

154 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 代 正一 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 福井 啓人 電気工事 特定 1281 0 1281

155 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 電気工事 特定 1280 0 1280

156 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 電気工事 特定 1277 0 1277

157 10000147 県外 オルガノ（株） ｵﾙｶﾞﾉ 東京都江東区新砂１－２－８ 山田 正幸 オルガノ（株）環境事業部 東京都江東区新砂１－２－８ 奥住 哲也 電気工事 特定 1268 0 1268

158 10001228 県外 （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 電気工事 特定 1244 0 1244

159 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 右近 貞治 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 電気工事 特定 1244 0 1244

160 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 北関東支社 埼玉県さいたま市北区奈良町１４－３ 吉田 英吾 電気工事 特定 1235 0 1235

161 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 電気工事 特定 1206 0 1206

162 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 電気工事 特定 1199 0 1199

163 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 吉岡 榮司 電気工事 特定 1196 0 1196

164 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 電気工事 特定 1170 0 1170

165 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 電気工事 特定 1145 0 1145

166 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 電気工事 特定 1140 0 1140

167 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 電気工事 特定 1134 0 1134

168 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 電気工事 特定 1127 0 1127

169 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 電気工事 特定 1121 0 1121

170 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 電気工事 特定 1120 0 1120

171 10000497 県外 （株）ホマレ電池 ﾎﾏﾚﾃﾞﾝﾁ 東京都千代田区神田佐久間町３－２１ 江原 吉一 電気工事 特定 1117 0 1117

172 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 電気工事 特定 1116 0 1116

173 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 掛川 敦 電気工事 特定 1099 0 1099

174 10001758 県外 都築電気（株） ﾂﾂﾞｷﾃﾞﾝｷ 東京都港区新橋６－１９－１５ 江森 勲 電気工事 特定 1098 0 1098

175 10001109 県外 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 電気工事 特定 1095 0 1095
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176 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 山下 和博 電気工事 特定 1086 0 1086

177 10000481 県外 （株）八洲電業社 ﾔｼﾏﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼｬ 埼玉県さいたま市北区日進町３－３７－１ 吉村 光司 電気工事 特定 1081 0 1081

178 10001693 県外 エナジーシステムサービスジャパン（株） ｴﾅｼﾞｰｼｽﾃﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都荒川区町屋８－１２－７ 藤浪 司 エナジーシステムサービスジャパン（株） 産業事業本部 東京都荒川区町屋８－１２－７ 新留 弘志 電気工事 一般 1062 0 1062

179 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 電気工事 一般 1042 0 1042

180 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 東京支店 東京都港区浜松町２－１－１８ 東亜ビル５Ｆ 角田 光男 電気工事 特定 1036 0 1036

181 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 近藤 浩太郎 電気工事 特定 1036 0 1036

182 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 電気工事 特定 1028 0 1028

183 10001760 県外 ケーアンドイー（株） ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ 東京都千代田区富士見２－７－２ ステージビルディング１５階岩間 和久 ケーアンドイー（株）首都圏支社
東京都千代田区富士見２－７－２ ステージビル
ディング１５階

大葉 武男 電気工事 特定 1028 0 1028

184 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 電気工事 特定 994 0 994

185 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 電気工事 特定 980 0 980

186 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 電気工事 特定 967 0 967

187 10001659 県外 東神電池工業（株） ﾄｳｼﾝﾃﾞﾝﾁｺｳｷﾞｮｳ 茨城県水戸市城東１－４－４ 永井 忠弘 電気工事 特定 966 0 966

188 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 電気工事 特定 955 0 955

189 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 電気工事 一般 950 0 950

190 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 電気工事 特定 947 0 947

191 10000706 県外 前田電気（株） ﾏｴﾀﾞﾃﾞﾝｷ 茨城県古河市上辺見２５７４ 前田 美代子 電気工事 特定 944 0 944

192 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 電気工事 一般 919 0 919

193 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 電気工事 一般 917 0 917

194 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 電気工事 特定 906 0 906

195 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 電気工事 特定 902 0 902

196 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 電気工事 一般 890 0 890

197 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 電気工事 一般 884 0 884

198 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 電気工事 特定 866 0 866

199 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 電気工事 特定 851 0 851

200 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 電気工事 特定 840 0 840

201 10001497 県外 日本テクニカル・サービス（株） 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 電気工事 特定 831 0 831

202 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 近藤 宗浩 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 電気工事 特定 829 0 829

203 10000658 県外 （株）ブロード ﾌﾞﾛｰﾄﾞ 茨城県土浦市西並木町３７８１－２９ 香取 潤一 電気工事 一般 814 0 814

204 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 電気工事 一般 803 0 803

205 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 電気工事 一般 774 0 774

206 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 電気工事 一般 770 0 770

207 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 清 電気工事 特定 766 0 766

208 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 電気工事 特定 766 0 766

209 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 電気工事 特定 763 0 763

210 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 電気工事 特定 744 0 744

6



令和３・４年度 入札参加資格者名簿 電気工事 登録者一覧

業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級
所在地No. 業者番号 区分 業者名 カナ 代表者 代理店 所在地 代理人

格付

211 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 電気工事 一般 700 0 700

212 10000454 県外 藤田水道受託（株） ﾌｼﾞﾀｽｲﾄﾞｳｼﾞｭﾀｸ 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５ 工藤 辰明 電気工事 一般 685 0 685

213 10001678 県外 フジテコム（株） ﾌｼﾞﾃｺﾑ 東京都千代田区神田佐久間町２－２０ 森山 慎一 電気工事 一般 679 0 679

214 10001765 県外 （株）イー・メンテ豊橋 ｲｰﾒﾝﾃﾄﾖﾊｼ 愛知県豊橋市牛川通２－７－４ 初田 邦夫 電気工事 特定 678 0 678

215 10001757 県外 キングランリニューアル（株） ｷﾝｸﾞﾗﾝﾘﾆｭｰｱﾙ 東京都千代田区神田須田町１－１０ 堤 大輔 電気工事 一般 653 0 653

216 10001763 県外 （株）電気管理協会 ﾃﾞﾝｷｶﾝﾘｷｮｳｶｲ 茨城県水戸市元石川町８２２－１ 小林 慎之介 電気工事 一般 648 0 648

217 10001707 県外 西菱電機フィールディング（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 電気工事 一般 647 0 647

218 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 電気工事 一般 630 0 630

219 10001704 県外 （有）進和 ｼﾝﾜ 埼玉県所沢市下富１２８８－１ 坪田 泉 電気工事 一般 559 0 559
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