
（計92社）

有限会社エンゼル商事 福岡県大牟田市 福岡県知事許可 (般-30) 第111265号

株式会社ＤＡＩＥＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩ

ＯＮ

静岡県富士市 静岡県知事許可 (般-29) 第34618号

株式会社雄志工業 千葉県市原市 千葉県知事許可 (般-2) 第46439号

田口建設株式会社 愛知県名古屋市港区 愛知県知事許可 (般-3) 第37099号

金城電設株式会社 大阪府藤井寺市 大阪府知事許可 (般-2) 第144702号

有限会社池川道路 北海道帯広市 北海道知事許可 (般-1) 第621658号

有限会社メタルワーク長谷部工業 千葉県佐倉市 千葉県知事許可 (般-1) 第36470号

有限会社ＣＵＲＥ 富山県富山市 富山県知事許可 (般-1) 第15583号

株式会社ＳＨＩＮ 千葉県千葉市緑区 千葉県知事許可 (般-1) 第53632号

有限会社西田組 愛知県名古屋市緑区 愛知県知事許可 (般-30) 第105057号

有限会社日比鉛工 岡山県玉野市 岡山県知事許可 (般-2) 第22003号

株式会社和庭園 千葉県船橋市 千葉県知事許可 (般-2) 第49976号

光重設工業株式会社 愛知県知立市 国土交通大臣許可 (般-30) 第27336号

株式会社ＭＫ工業 東京都足立区 東京都知事許可 (特-29) 第130714号

サンヨーアーキテック株式会社 大阪府枚方市 大阪府知事許可 (般-2) 第155416号

極東興業有限会社 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県知事許可 (般-29) 第6065号

株式会社ツヅキテクニカルサービス 栃木県宇都宮市 栃木県知事許可 (般-29) 第24058号

株式会社中安実業 東京都足立区 千葉県知事許可 (般-2) 第53907号

トータル道路株式会社 神奈川県厚木市 神奈川県知事許可 (般-29) 第83792号

大伸建設株式会社 神奈川県小田原市 神奈川県知事許可 (特-2)(般-2) 第33884号

晋康建設株式会社 北海道苫小牧市 北海道知事許可 (特-3) 第602294号

ヤマケイプレコン株式会社 東京都世田谷区 東京都知事許可 (般-3) 第75496号

株式会社トーシン工業 東京都国分寺市 東京都知事許可 (般-3) 第116376号

株式会社宮原総業 三重県尾鷲市 三重県知事許可 (般-31) 第19147号

神戸ハウジング株式会社 兵庫県神戸市中央区 兵庫県知事許可 (般-3) 第108620号

株式会社タグチ創造建設 岐阜県恵那市 岐阜県知事許可 (般-2) 第700657号

有限会社上田起業 大阪府大阪市大正区 大阪府知事許可 (般-3) 第67932号

有限会社新和興業 岡山県津山市 国土交通大臣許可 (般-3) 第26181号

中山法面工業有限会社 広島県広島市南区 国土交通大臣許可 (般-1) 第22612号

株式会社飯塚工業 千葉県松戸市 千葉県知事許可 (般-3) 第54904号

株式会社岸空調 神奈川県平塚市 神奈川県知事許可 (般-2) 第81737号

株式会社左官山本 大阪府高槻市 大阪府知事許可 (般-3) 第146879号

ランドサービス株式会社 茨城県つくば市 茨城県知事許可 (般-3) 第37473号

株式会社宝伸 奈良県大和郡山市 奈良県知事許可 (般-1) 第17321号

野村道路株式会社 大阪府大阪市住之江区 大阪府知事許可 (特-1) 第133507号

株式会社ナガタ工業 徳島県徳島市 徳島県知事許可 (般-1) 第3501号

山岸工務店 埼玉県さいたま市西区 埼玉県知事許可 (般-4) 第75323号
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株式会社ヤマダ 大阪府門真市 大阪府知事許可 (般-3) 第137312号

蒼生産業株式会社 大分県大分市 大分県知事許可 (般-2) 第3984号

株式会社白金 福岡県福岡市中央区 福岡県知事許可 (般-3) 第71359号

株式会社舘建設 神奈川県鎌倉市 神奈川県知事許可 (般-2) 第64691号

株式会社セイワワークス 大阪府大阪市港区 大阪府知事許可 (般-2) 第115145号

株式会社柴田建設 岐阜県中津川市 岐阜県知事許可 (般-3) 第12572号

株式会社総和工業 広島県広島市佐伯区 広島県知事許可 (般-29) 第31604号

株式会社山翔 神奈川県藤沢市 神奈川県知事許可 (般-2) 第53425号

株式会社あおやま 岐阜県郡上市大和町 岐阜県知事許可 (般-3) 第450177号

有限会社山建 山口県光市 山口県知事許可 (般-3) 第21816号

株式会社良屋興榮 千葉県市原市 千葉県知事許可 (般-31) 第36911号

株式会社いのせ内装 茨城県常総市 国土交通大臣許可 (般-1) 第32998号

牧野工業株式会社 静岡県藤枝市 静岡県知事許可 (般-30) 第34958号

株式会社ＭＩＮＡＴＯ 山口県岩国市 山口県知事許可 (特-3) 第19767号

株式会社武壱工業 山口県下関市 山口県知事許可 (般-3) 第20803号

新成建設工業株式会社 福井県福井市 福井県知事許可 (般-2) 第1115号

八代トータルサービス株式会社 千葉県南房総市 千葉県知事許可 (般-3) 第54747号

有限会社奈佐原建材工業 栃木県鹿沼市 栃木県知事許可 (般-3) 第26568号

株式会社栄林スチール 千葉県千葉市稲毛区 千葉県知事許可 (般-29) 第51874号

株式会社バーニング 埼玉県春日部市 埼玉県知事許可 (般-3) 第71453号

株式会社鹿行建工 茨城県鉾田市 茨城県知事許可 (般-2) 第36631号

中村屋株式会社 岡山県岡山市中区 岡山県知事許可 (般-2) 第26165号

有限会社オーエス・クリーン 神奈川県相模原市中央区 神奈川県知事許可 (般-30) 第73917号

有限会社シオン開発 神奈川県横浜市瀬谷区 神奈川県知事許可 (般-29) 第84204号

株式会社輝電装 広島県大竹市 広島県知事許可 (般-1) 第35161号

ＫＭ株式会社 福岡県福岡市早良区 福岡県知事許可 (般-3) 第114640号

有限会社成和重機 沖縄県中頭郡嘉手納町字 沖縄県知事許可 (般-29) 第8498号

有限会社アイティベイシック 埼玉県狭山市 埼玉県知事許可 (般-2) 第74088号

有限会社インテリアアクア 千葉県富里市 千葉県知事許可 (般-3) 第43238号

有限会社Ａ．Ｋ．エンジニアリング 香川県高松市 香川県知事許可 (般-29) 第7994号

株式会社福井 神奈川県横須賀市 国土交通大臣許可 (般-2) 第23756号

株式会社Ｔｅｃｋｅｎ 富山県射水市 富山県知事許可 (般-2) 第16154号

光輝株式会社 静岡県焼津市 静岡県知事許可 (般-1) 第35738号

有限会社安藤興業 愛知県豊田市 愛知県知事許可 (般-29) 第57725号

有限会社東海建工 愛知県西尾市 愛知県知事許可 (般-4) 第54993号

株式会社渡部興業 埼玉県北葛飾郡杉戸町 埼玉県知事許可 (般-29) 第66511号

株式会社アラキ 島根県出雲市 島根県知事許可 (般-3) 第8574号

株式会社ヤギシタ興業 神奈川県横浜市戸塚区 神奈川県知事許可 (般-1) 第75125号

株式会社倉石 静岡県掛川市 静岡県知事許可 (特-29) 第9980号



株式会社トラスト 兵庫県神戸市中央区 国土交通大臣許可 (特-1) 第23173号

株式会社イトウ設備 埼玉県入間市 埼玉県知事許可 (般-1) 第68398号

株式会社あきコーポレーション 山口県宇部市 山口県知事許可 (般-30) 第22214号

日進基礎工業株式会社 高知県高知市 高知県知事許可 (般-1) 第1553号

株式会社ディートレード 愛知県名古屋市熱田区 愛知県知事許可 (般-3) 第110540号

株式会社筑波鉄筋工業 茨城県下妻市 茨城県知事許可 (般-29) 第34036号

株式会社成田商会 大阪府堺市南区 大阪府知事許可 (般-1) 第141259号

株式会社山田瓦 富山県射水市 富山県知事許可 (般-1) 第16504号

有限会社Ｍｏｔｏｍｉ 神奈川県横浜市泉区 神奈川県知事許可 (般-3) 第71085号

乾福美園株式会社 奈良県生駒市 奈良県知事許可 (特-30) 第9078号

株式会社つくば資材 茨城県つくば市 茨城県知事許可 (般-1) 第28421号

株式会社功樹 宮城県岩沼市 宮城県知事許可 (般-1) 第20224号

株式会社ジャパンビットシステム 兵庫県姫路市 兵庫県知事許可 (般-3) 第461292号

株式会社谷興業 兵庫県神戸市垂水区 兵庫県知事許可 (般-2) 第118154号

株式会社大城工業 神奈川県小田原市 神奈川県知事許可 (般-2) 第88124号

株式会社地商土木 千葉県千葉市若葉区 千葉県知事許可 (般-28) 第32632号


