
（計89社）
株式会社光昇 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-30) 第105056号

株式会社信央 静岡県御殿場市 静岡県知事許可 (般-4) 第38928号

有限会社甲斐電設 神奈川県川崎市 神奈川県知事許可 (般-2) 第31193号

株式会社新翔 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-3) 第83393号

株式会社宇佐美運輸機工 福岡県北九州市 福岡県知事許可 (般-3) 第3961号

伊東住設株式会社 三重県伊賀市 三重県知事許可 (般-4) 第11647号

株式会社楽塗 東京都足立区 東京都知事許可 (特-3) 第136571号

株式会社Ｚａｗａ 埼玉県川口市 埼玉県知事許可 (般-29) 第67038号

ジオテック株式会社 東京都豊島区 東京都知事許可 (特-4)(般-4) 第82824号

株式会社雄陽工業 静岡県富士宮市 静岡県知事許可 (般-4) 第38087号

株式会社アスタス 島根県安来市 島根県知事許可 (特-4) 第4613号

有限会社末吉土木 三重県四日市市 三重県知事許可 (般-3) 第10145号

株式会社サカイ建築 京都府木津川市 京都府知事許可 (般-2) 第42649号

株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市 国土交通大臣許可 (特-30) 第22223号

有限会社新鋭 岩手県盛岡市 岩手県知事許可 (般-3) 第20703号

黒木工業株式会社 大阪府大阪市 大阪府知事許可 (般-3) 第145251号

株式会社行田興業 埼玉県行田市 埼玉県知事許可 (般-31) 第63344号

鹿児島基盤材センター株式会社 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 (般-3) 第17131号

株式会社一真 栃木県宇都宮市 栃木県知事許可 (般-3) 第26311号

有限会社ミヤタ瓦 岐阜県羽島市 岐阜県知事許可 (般-29) 第101162号

東海ウォール 岐阜県羽島郡岐南町 岐阜県知事許可 (般-2) 第102289号

株式会社吹上建築 群馬県伊勢崎市 群馬県知事許可 (般-31) 第24829号

株式会社北陸圧送 石川県金沢市 石川県知事許可 (般-1) 第2006号

有限会社ハトミ土建 愛知県豊橋市 愛知県知事許可 (般-1) 第79288号

ＰＥＧＡ建設株式会社 千葉県成田市 千葉県知事許可 (般-3) 第55367号

ＳＵＮＮＹ 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-4) 第90024号

株式会社秋元組 埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 (般-2) 第22576号

共栄商工株式会社 千葉県千葉市 国土交通大臣許可 (般-4) 第28575号

有限会社宮川商事 熊本県菊池市 熊本県知事許可 (般-3) 第17188号

株式会社マルイ 京都府京都市 京都府知事許可 (般-4) 第41347号

株式会社相光 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-3) 第110318号

株式会社秀建 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-3) 第103956号

株式会社松建工業 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (般-4) 第110923号

株式会社丸隆 宮城県伊具郡丸森町 宮城県知事許可 (般-3) 第11450号

英友緑建株式会社 兵庫県宝塚市 兵庫県知事許可 (般-4) 第302822号

株式会社オダ産業 大阪府吹田市 大阪府知事許可 (般-3) 第85747号

アイケイ商事株式会社 千葉県香取市 千葉県知事許可 (特-4)(般-4) 第32692号

株式会社カミノウチ総建 千葉県鎌ケ谷市 千葉県知事許可 (般-3) 第50736号

令和5年1月5日付け入会承認 賛助会員（建設企業）



株式会社河口組 埼玉県さいたま市 千葉県知事許可 (般-3) 第43602号

株式会社カクケン 東京都荒川区 東京都知事許可 (般-4) 第147419号

株式会社アットレックス 岐阜県岐阜市 岐阜県知事許可 (般-3) 第103073号

株式会社スリーアロー 京都府城陽市 京都府知事許可 (般-2) 第39982号

株式会社エースライン 神奈川県相模原市 神奈川県知事許可 (般-4) 第89806号

有限会社中英組 滋賀県栗東市 滋賀県知事許可 (般-2) 第22455号

Ｕ・Ｓホールディング株式会社 群馬県前橋市 群馬県知事許可 (般-4) 第24190号

秀龍トータルテック株式会社 福岡県田川郡糸田町 福岡県知事許可 (般-4) 第111411号

有限会社西丸工業 熊本県熊本市 熊本県知事許可 (般-3) 第10294号

株式会社西菱環境開発 ⾧崎県⾧崎市 ⾧崎県知事許可 (特-4) 第9588号

株式会社中山建設 愛知県春日井市 愛知県知事許可 (特-3)(般-3) 第17628号

株式会社中原屋 福岡県行橋市 福岡県知事許可 (般-3) 第85212号

熊谷木材工業株式会社 埼玉県熊谷市 埼玉県知事許可 (般-3) 第48587号

株式会社Ｇｅｎｔｉｌ 埼玉県入間郡三芳町 埼玉県知事許可 (般-1) 第73089号

株式会社サンワ 岐阜県揖斐郡揖斐川町 岐阜県知事許可 (般-2) 第15532号

株式会社美建工業 新潟県⾧岡市 新潟県知事許可 (般-30) 第42966号

株式会社Ｙｕｗａ 大阪府枚方市 大阪府知事許可 (般-3) 第154469号

有限会社髙橋興業 千葉県千葉市 千葉県知事許可 (般-1) 第53613号

株式会社若杉建設 福岡県糟屋郡須恵町 福岡県知事許可 (特-2)(般-2) 第44426号

聖建工株式会社 三重県四日市市 国土交通大臣許可 (特-30)(般-30) 第27158号

タクム産業株式会社 神奈川県横浜市 神奈川県知事許可 (般-2) 第87529号

株式会社芳野基礎 兵庫県加古郡稲美町 兵庫県知事許可 (般-30) 第406856号

有限会社実興業 兵庫県伊丹市 兵庫県知事許可 (般-2) 第301544号

株式会社ヤスダ塗装 東京都調布市 千葉県知事許可 (般-4) 第52062号

株式会社村上工業 静岡県浜松市 静岡県知事許可 (般-1) 第36259号

株式会社石原鉄工所 兵庫県加古郡稲美町 兵庫県知事許可 (般-3) 第406648号

株式会社松建 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県知事許可 (般-3) 第15251号

広伊建設株式会社 三重県亀山市 三重県知事許可 (特-2)(般-2) 第7993号

株式会社伸永興業 広島県東広島市 広島県知事許可 (般-3) 第38158号

株式会社オサヨシ 愛知県名古屋市 愛知県知事許可 (特-3) 第103345号

有限会社野沢工業 静岡県裾野市 静岡県知事許可 (般-30) 第35117号

クボデラ株式会社 東京都中野区 東京都知事許可 (般-30) 第125117号

ムーブジャパン株式会社 愛知県豊橋市 愛知県知事許可 (般-2) 第47884号

株式会社アイ・エム 愛知県刈谷市 愛知県知事許可 (般-4) 第21795号

有限会社花建建装 愛知県大府市 愛知県知事許可 (般-1) 第63302号

株式会社小島工業 福岡県久留米市 福岡県知事許可 (般-3) 第114130号

株式会社アートスチール 大阪府寝屋川市 国土交通大臣許可 (般-3) 第28456号

株式会社忠立総業 大阪府吹田市 大阪府知事許可 (般-1) 第149763号

株式会社大悠 大阪府堺市 大阪府知事許可 (般-3) 第139384号



株式会社トラスト 埼玉県さいたま市 埼玉県知事許可 (般-2) 第73788号

秋山興業株式会社 静岡県静岡市 静岡県知事許可 (般-4) 第33039号

株式会社ＩＫＫ 茨城県神栖市 茨城県知事許可 (般-4) 第35980号

株式会社木村 群馬県伊勢崎市 群馬県知事許可 (般-29) 第18579号

ケイエフ興業株式会社 京都府京都市 京都府知事許可 (般-2) 第23773号

株式会社東豊技建 奈良県奈良市 奈良県知事許可 (般-3) 第12198号

株式会社成和 福岡県北九州市 福岡県知事許可 (般-4) 第110834号

南栄リース株式会社 鹿児島県日置市 国土交通大臣許可 (般-30) 第24968号

株式会社昌電 東京都品川区 東京都知事許可 (般-3) 第91947号

株式会社橿原仮設 奈良県橿原市 奈良県知事許可 (般-30) 第17397号

株式会社ドーマン 福井県小浜市 福井県知事許可 (般-4) 第6630号

株式会社日の丸商事 茨城県つくば市 茨城県知事許可 (般-2) 第20541号


