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業種 許可
区分

経審 主観 合計 等級

1 10000084 市内 青柳造園（株） ｱｵﾔｷﾞｿﾞｳｴﾝ 栃木県下野市上古山７０８－３２ 青柳 敬之 造園工事 一般 896 10 906 A

2 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 造園工事 特定 858 25 883 A

3 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 造園工事 一般 833 15 848 A

4 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 造園工事 一般 792 25 817 A

5 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 造園工事 一般 795 15 810 A

6 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 造園工事 一般 768 20 788 A

7 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 造園工事 一般 771 10 781 A

8 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 造園工事 一般 750 5 755 A

9 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 武 造園工事 一般 737 15 752 A

10 10000718 市内 （有）上野園 ｳｴﾉｴﾝ 栃木県下野市上古山８８４ 上野 研二 造園工事 一般 712 10 722 B

11 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 造園工事 一般 717 3 720 B

12 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 造園工事 一般 702 5 707 B

13 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 造園工事 一般 696 5 701 B

14 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 造園工事 一般 690 5 695 B

15 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 造園工事 一般 680 5 685 B

16 10000075 市内 （有）古谷緑化園 ﾌﾙﾔﾘｮｯｶｴﾝ 栃木県下野市上台７６０－３ 古谷 輝男 造園工事 一般 648 5 653 B

17 10000151 市内 （株）落合庭園 ｵﾁｱｲﾃｲｴﾝ 栃木県下野市下古山１０８２－２ 落合 善成 造園工事 一般 647 0 647 B

18 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 造園工事 一般 625 5 630 B

19 10000150 市内 （株）県南環境 ｹﾝﾅﾝｶﾝｷｮｳ 栃木県下野市柴１０６３ 本橋 重信 造園工事 一般 618 5 623 B

20 10000057 市内 （有）石橋庭苑 ｲｼﾊﾞｼﾃｲｴﾝ 栃木県下野市橋本５３５ 上野 政之 造園工事 一般 584 5 589 B

21 10000589 管内 （資）栃南造園 ﾄﾁﾅﾝｿﾞｳｴﾝ 栃木県小山市羽川４０３－１ 菅沼 英生 造園工事 一般 826 0 826

22 10000670 管内 （株）荒川造園 ｱﾗｶﾜｿﾞｳｴﾝ 栃木県小山市南半田９４－１ 荒川 秀博 造園工事 特定 821 0 821

23 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 造園工事 一般 806 0 806

24 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 造園工事 特定 775 0 775

25 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 造園工事 特定 737 0 737

26 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 造園工事 特定 729 0 729

27 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 造園工事 一般 706 0 706

28 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 造園工事 一般 691 0 691

29 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 造園工事 一般 675 0 675

30 10000924 管内 （株）荒井工業 ｱﾗｲｺｳｷﾞｮｳ 栃木県小山市大字南小林２６７－２ 荒井 宣 造園工事 一般 672 0 672

31 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 戸﨑 勝巳 造園工事 一般 640 0 640

32 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 造園工事 一般 601 0 601

33 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 造園工事 特定 1001 0 1001

34 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 造園工事 一般 878 0 878
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35 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 造園工事 特定 814 0 814

36 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 造園工事 特定 800 0 800

37 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 造園工事 特定 798 0 798

38 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 造園工事 一般 793 0 793

39 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 造園工事 特定 773 0 773

40 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 造園工事 特定 772 0 772

41 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 勇介 造園工事 特定 730 0 730

42 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 造園工事 一般 723 0 723

43 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 造園工事 特定 711 0 711

44 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 造園工事 一般 707 0 707

45 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 造園工事 一般 698 0 698

46 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 造園工事 特定 696 0 696

47 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 造園工事 一般 692 0 692

48 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 造園工事 一般 687 0 687

49 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 造園工事 特定 670 0 670

50 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 造園工事 一般 654 0 654

51 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 造園工事 一般 648 0 648

52 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 造園工事 一般 629 0 629

53 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 造園工事 特定 1259 0 1259

54 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 干川 明洋 造園工事 特定 1217 0 1217

55 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１－３－３ 竹中 祥吾 （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 造園工事 特定 1173 0 1173

56 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 造園工事 特定 1166 0 1166

57 10000955 県外 奥アンツーカ（株） ｵｸｱﾝﾂｰｶ 大阪府東大阪市長田東３－２－７ 奥 洋彦 奥アンツーカ（株） 東京支店 東京都千代田区九段北２－３－６ 奥 真人 造園工事 特定 1105 0 1105

58 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 造園工事 特定 1085 0 1085

59 10001468 県外 美津濃（株） ﾐｽﾞﾉ 大阪府大阪市住之江区南港北１－１２－３５ 水野 明人 美津濃（株） 東京支店 東京都千代田区神田小川町３－１ 山本 睦朗 造園工事 特定 1055 0 1055

60 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 造園工事 特定 961 0 961

61 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 造園工事 特定 957 0 957

62 10001696 県外 （株）岡部 ｵｶﾍﾞ 富山県南砺市祖山３９ 岡部 竜一 造園工事 特定 952 0 952

63 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 造園工事 特定 941 0 941

64 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 造園工事 一般 931 0 931

65 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 造園工事 特定 875 0 875

66 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 造園工事 一般 781 0 781

67 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 造園工事 特定 770 0 770

68 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 造園工事 一般 767 0 767
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69 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 造園工事 特定 713 0 713

70 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 造園工事 681 0 681

71 10000676 県外 スポーツ施設（株） ｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ 東京都板橋区南常盤台１－３５－１ 太田 豊 造園工事 特定 669 0 669

72 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 造園工事 一般 626 0 626
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